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平成２６年第１回名寄市議会定例会会議録

開会 平成２６年２月２６日（水曜日）午前１０時００分

１．議事日程

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 会期の決定

日程第３ 行政報告

日程第４ 議案第１号 名寄市職員の再任用に関

する条例の一部改正について

日程第５ 議案第２号 名寄市職員の特殊勤務手

当に関する条例の一部改正について

日程第６ 議案第３号 名寄市非常勤の職員の報

酬及び費用弁償に関する条例の一部改

正について

日程第７ 議案第４号 名寄市基金条例の一部改

正について

日程第８ 議案第５号 名寄市税条例の一部改正

について

日程第９ 議案第６号 名寄市国民健康保険税条

例の一部改正について

日程第10 議案第７号 名寄市手数料徴収条例の

一部改正について

日程第11 議案第８号 名寄市社会教育委員設置

条例の一部改正について

日程第12 議案第９号 名寄市風連米乾燥調製施

設条例の一部改正について

日程第13 議案第１０号 名寄市職員住宅に関す

る条例の一部改正について

日程第14 議案第１１号 名寄市総合療育センタ

ー条例の一部改正について

日程第15 議案第１２号 名寄市病院事業の設置

等に関する条例の一部改正について

日程第16 議案第１３号 名寄市立総合病院食堂

等使用料徴収条例の一部改正について

日程第17 議案第１４号 名寄市公設地方卸売市

場条例の廃止について

日程第18 議案第１５号 北海道市町村職員退職

手当組合規約の変更について

日程第19 議案第１６号 名寄地区障害程度区分

認定審査会共同設置規約の変更につい

て

日程第20 議案第１７号 平成２５年度名寄市一

般会計補正予算（第７号）

日程第21 議案第１８号 平成２５年度名寄市国

民健康保険特別会計補正予算（第４

号）

日程第22 議案第１９号 平成２５年度名寄市介

護保険特別会計補正予算（第３号）

日程第23 議案第２０号 平成２５年度名寄市下

水道事業特別会計補正予算（第３号）

日程第24 議案第２１号 平成２５年度名寄市個

別排水処理施設整備事業特別会計補正

予算（第２号）

日程第25 議案第２２号 平成２５年度名寄市簡

易水道事業特別会計補正予算（第１

号）

日程第26 議案第２３号 平成２５年度名寄市公

設地方卸売市場特別会計補正予算（第

３号）

日程第27 議案第２４号 平成２５年度名寄市食

肉センター事業特別会計補正予算（第

１号）

日程第28 議案第２５号 平成２５年度名寄市後

期高齢者医療特別会計補正予算（第１

号）

日程第29 議案第２６号 平成２５年度名寄市病

院事業会計補正予算（第３号）

日程第30 議案第２７号 平成２５年度名寄市水

道事業会計補正予算（第３号）
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議案第２８号 平成２５年度名寄市水

道事業会計資本金の額の減少について

議案第２９号 平成２５年度名寄市水

道事業会計資本剰余金の処分について

日程第31 議案第３０号 平成２６年度名寄市一

般会計予算

議案第３１号 平成２６年度名寄市国

民健康保険特別会計予算

議案第３２号 平成２６年度名寄市介

護保険特別会計予算

議案第３３号 平成２６年度名寄市下

水道事業特別会計予算

議案第３４号 平成２６年度名寄市個

別排水処理施設整備事業特別会計予算

議案第３５号 平成２６年度名寄市簡

易水道事業特別会計予算

議案第３６号 平成２６年度名寄市公

設地方卸売市場特別会計予算

議案第３７号 平成２６年度名寄市食

肉センター事業特別会計予算

議案第３８号 平成２６年度名寄市後

期高齢者医療特別会計予算

議案第３９号 平成２６年度名寄市病

院事業会計予算

議案第４０号 平成２６年度名寄市水

道事業会計予算

日程第32 報告第１号 専決処分した事件の報告

について

日程第33 報告第２号 専決処分した事件の報告

について

日程第34 報告第３号 専決処分した事件の報告

について

日程第35 諮問第１号 人権擁護委員の候補者推

薦につき意見を求めることについて

日程第36 請願

１．本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 会期の決定

日程第３ 行政報告

日程第４ 議案第１号 名寄市職員の再任用に関

する条例の一部改正について

日程第５ 議案第２号 名寄市職員の特殊勤務手

当に関する条例の一部改正について

日程第６ 議案第３号 名寄市非常勤の職員の報

酬及び費用弁償に関する条例の一部改

正について

日程第７ 議案第４号 名寄市基金条例の一部改

正について

日程第８ 議案第５号 名寄市税条例の一部改正

について

日程第９ 議案第６号 名寄市国民健康保険税条

例の一部改正について

日程第10 議案第７号 名寄市手数料徴収条例の

一部改正について

日程第11 議案第８号 名寄市社会教育委員設置

条例の一部改正について

日程第12 議案第９号 名寄市風連米乾燥調製施

設条例の一部改正について

日程第13 議案第１０号 名寄市職員住宅に関す

る条例の一部改正について

日程第14 議案第１１号 名寄市総合療育センタ

ー条例の一部改正について

日程第15 議案第１２号 名寄市病院事業の設置

等に関する条例の一部改正について

日程第16 議案第１３号 名寄市立総合病院食堂

等使用料徴収条例の一部改正について

日程第17 議案第１４号 名寄市公設地方卸売市

場条例の廃止について

日程第18 議案第１５号 北海道市町村職員退職

手当組合規約の変更について

日程第19 議案第１６号 名寄地区障害程度区分

認定審査会共同設置規約の変更につい

て

日程第20 議案第１７号 平成２５年度名寄市一

般会計補正予算（第７号）
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日程第21 議案第１８号 平成２５年度名寄市国

民健康保険特別会計補正予算（第４

号）

日程第22 議案第１９号 平成２５年度名寄市介

護保険特別会計補正予算（第３号）

日程第23 議案第２０号 平成２５年度名寄市下

水道事業特別会計補正予算（第３号）

日程第24 議案第２１号 平成２５年度名寄市個

別排水処理施設整備事業特別会計補正

予算（第２号）

日程第25 議案第２２号 平成２５年度名寄市簡

易水道事業特別会計補正予算（第１

号）

日程第26 議案第２３号 平成２５年度名寄市公

設地方卸売市場特別会計補正予算（第

３号）

日程第27 議案第２４号 平成２５年度名寄市食

肉センター事業特別会計補正予算（第

１号）

日程第28 議案第２５号 平成２５年度名寄市後

期高齢者医療特別会計補正予算（第１

号）

日程第29 議案第２６号 平成２５年度名寄市病

院事業会計補正予算（第３号）

日程第30 議案第２７号 平成２５年度名寄市水

道事業会計補正予算（第３号）

議案第２８号 平成２５年度名寄市水

道事業会計資本金の額の減少について

議案第２９号 平成２５年度名寄市水

道事業会計資本剰余金の処分について

日程第31 議案第３０号 平成２６年度名寄市一

般会計予算

議案第３１号 平成２６年度名寄市国

民健康保険特別会計予算

議案第３２号 平成２６年度名寄市介

護保険特別会計予算

議案第３３号 平成２６年度名寄市下

水道事業特別会計予算

議案第３４号 平成２６年度名寄市個

別排水処理施設整備事業特別会計予算

議案第３５号 平成２６年度名寄市簡

易水道事業特別会計予算

議案第３６号 平成２６年度名寄市公

設地方卸売市場特別会計予算

議案第３７号 平成２６年度名寄市食

肉センター事業特別会計予算

議案第３８号 平成２６年度名寄市後

期高齢者医療特別会計予算

議案第３９号 平成２６年度名寄市病

院事業会計予算

議案第４０号 平成２６年度名寄市水

道事業会計予算

日程第32 報告第１号 専決処分した事件の報告

について

日程第33 報告第２号 専決処分した事件の報告

について

日程第34 報告第３号 専決処分した事件の報告

について

日程第35 諮問第１号 人権擁護委員の候補者推

薦につき意見を求めることについて

日程第36 請願

１．出席議員（１８名）

議 長 １８番 黒 井 徹 議員

副議長 １４番 佐 藤 勝 議員

１番 川 村 幸 栄 議員

２番 奥 村 英 俊 議員

３番 上 松 直 美 議員

４番 大 石 健 二 議員

５番 山 田 典 幸 議員

６番 川 口 京 二 議員

７番 植 松 正 一 議員

８番 竹 中 憲 之 議員

９番 佐 藤 靖 議員

１０番 高 橋 伸 典 議員

１１番 佐 々 木 寿 議員



－4－

平成２６年２月２６日（水曜日）第１回３月定例会・第１号

１２番 駒 津 喜 一 議員

１３番 熊 谷 吉 正 議員

１５番 日 根 野 正 敏 議員

１７番 山 口 祐 司 議員

１９番 東 千 春 議員

１．欠席議員（０名）

１．事務局出席職員

事 務 局 長 益 塚 敏

書 記 山 崎 直 文

書 記 鷲 見 良 子

書 記 佐 藤 潤

１．説明員

市 長 加 藤 剛 士 君

副 市 長 佐 々 木 雅 之 君

副 市 長 久 保 和 幸 君

教 育 長 小 野 浩 一 君

総 務 部 長 扇 谷 茂 幸 君

市 民 部 長 中 村 勝 己 君

健康福祉部長 田 邊 俊 昭 君

経 済 部 長 高 橋 光 男 君

建設水道部長 長 内 和 明 君

教 育 部 長 鈴 木 邦 輝 君

市立総合病院
松 島 佳 寿 夫 君

事 務 部 長

市 立 大 学
鹿 野 裕 二 君

事 務 局 長

営業戦略室長 常 本 史 之 君

上下水道室長 斎 藤 一 彦 君

会 計 室 長 山 崎 真 理 子 君

監 査 委 員 手 間 本 剛 君
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〇議長（黒井 徹議員） ただいまより平成２６

年第１回名寄市議会定例会を開会いたします。

ただいまの出席議員数は１８名であります。定

足数に達しております。直ちに本日の会議を開き

ます。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１ 会議録署名

議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８７条の規定

により、

１０番 高 橋 伸 典 議員

１９番 東 千 春 議員

を指名いたします。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第２ 会期の決定

について、お諮りをいたします。

今期定例会の会期は、本日より３月１７日まで

の２０日間といたしたいと思いますが、御異議ご

ざいませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、今期定例会の会期は、本日より３月１

７日までの２０日間と決定いたしました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第３ これより行

政報告を行います。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） おはようございます。本

日、平成２６年第１回定例会の開会にあたり、こ

れまでの主な行政事項について、その概要を御報

告申し上げます。

平成２６年度の予算編成について申し上げます。

国の平成２６年度予算編成は、経済成長につな

がる施策を果断に実行していくとともに、未来に

向けて持続可能な制度を構築し、デフレ脱却・経

済再生と財政健全化の好循環を達成していくこと

が必要との考え方に立ち、社会保障をはじめとす

る義務的経費等を含め、聖域なく予算を抜本的に

見直した上で、経済成長に資する施策に重点化を

図るという基本方針が、昨年１２月１２日に閣議

決定されました。

地方財政対策については、地方が地域経済の活

性化に取り組みつつ、安定的に財政運営を行うこ

とができるよう、地方交付税などの一般財源総額

について、社会保障の充実分などを含め、平成２

５年度の水準を相当程度上回る額を確保したもの

となり、地方財政計画の規模は、東日本大震災を

除く通常収支分で、前年度比 ８パーセント増の

８３兆 ６０７億円となりました。また、一般財

源総額では前年度比 ０パーセント増の６０兆

５７７億円となりました。

このうち地方交付税は、前年度比 ０パーセン

ト減の１６兆 ８５５億円となりました。また、

地域の元気創造事業費の設定や、市町村合併によ

る行政区域の広域化を反映した算定項目の設定な

ど地域の厳しい財政事情に一定の配慮がなされま

した。

こうした中、本市の平成２６年度各会計予算は、

骨格予算となりますが、地域経済や雇用の安定な

どを考慮し、継続事業を中心にできるだけ多くの

事業を盛り込んだ予算を編成しました。

主な事業については、ハードでは北斗・新北斗

公営住宅建設事業、消防・救急無線デジタル化事

業、名寄南小学校校舎・屋内運動場等改築事業、

大学図書館建設事業、（仮称）市民ホール整備事

業などを、また、ソフトでは地域外の人材を受け

入れて地域力の強化と人材の定着を図る地域おこ

し協力隊事業や、子育て支援の充実を図るため

「親子おでかけバスツアー」などにより、子育て

中の親と幼児を対象に、多世代交流、子育て世代

間の交流を実施する地域活動事業などを盛り込み

ました。

一般会計の予算案は、前年度比１ １パーセン

ト増の２２０億 ７１９万８千円となりました。

また、８つの特別会計予算案は前年度比 ３パ

ーセント減の７８億 ５１５万７千円、企業会計
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予算案は前年度比１ ２パーセント増の１４９億

７８５万５千円、全会計の総額では前年度比１

９パーセント増の４４８億 ０２１万円となり

ました。

財源調整的に、財政調整基金で５億 ０２１万

６千円の取崩しを、また、老朽化した施設整備の

更新に係る事業の財源として、公共施設整備基金

で１億 ８２０万円の取崩しを、また平成２５年

度に交付された地域の元気臨時交付金基金から普

通建設事業の財源として２億 ２００万円を取り

崩しましたが、今後の起債償還などの義務的経費

に備え、減債基金などの積み立てを行い、将来の

財政健全化を視野に入れた予算を編成しました。

今後も、行財政改革に取り組みながら、健全な

財政運営に努めてまいります。

次に、転入者の受け入れについて申し上げます。

本市への年間転入者数は、概ね９５０世帯、

４５０人となっています。

昨年春から開催している転入者向け市民見学会

に加えて、本年から、公共施設を無料でお試しい

ただける「転入者向け公共施設無料おためしチケ

ット」を転入手続き時に配付し、より早く、より

多く本市の魅力を知っていただけるよう、取り組

んでまいります。

次に、北海道日本ハムファイターズ「北海道１

７９市町村応援大使」について申し上げます。

本事業は、北海道日本ハムファイターズが地域

を応援する企画として実施するもので、稲葉選手、

村田選手が名寄の応援大使として１年間協力いた

だけることとなりました。

既に、両選手の等身大パネルや成人式へのメッ

セージなどをいただいており、今後においては球

団が企画する応援ツアーのほか、北海道日本ハム

ファイターズなよろ応援団をはじめとする関係団

体と連携しながら、両選手や球団との交流を通じ

て、本市のＰＲと市民の盛り上がりに努めてまい

ります。

次に、地域連絡協議会について申し上げます。

昨年４月に、名寄市地域連絡協議会等活動交付

金の見直しを行うとともに、代表者会議等を開催

し、活動の助長を図ってきたところです。

この間の交付金の申請状況は、運営費助成は前

年比１件増の５件、活動費助成では前年比４件増

の１１件となっており、新たな事業として「防災

共同訓練」や「おもちつき大会」「町内会交流事

業」などの取組が行われています。

今後とも情報交換会の開催や地域連絡協議会は

もとより複数町内会による事業等を支援し、活動

の助長を図ってまいります。

次に、男女共同参画社会の推進について申し上

げます。

昨年１２月８日、駅前交流プラザ「よろーな」

においてＴＶなどでも活躍されている漫画家倉田

真由美先生を講師に招き、男女共同参画セミナー

を開催しました。

第１部の講演会には９１人、第２部のグループ

討論には２０人が参加して、性別に関わらず、一

人ひとりがストレスなく自分らしく生きるための

方策を学びました。

今後とも男女共同参画社会の実現に向け、市民

の皆様と一緒に考える機会を提供してまいります。

次に、交流活動の推進について申し上げます。

本年度の東京なよろ会スキーツアーは、６コー

スに２１７人が参加される予定であり、旧名寄市

から通算すると延べ１２０回、 ８９２人に参加

いただくこととなります。訪れていただいた皆様

には、日本一の雪質やカーリング体験、なよろ市

立天文台での星空観察、北国の味覚など、本市の

魅力を堪能いただいており、今後とも、本市のＰ

Ｒ、情報発信に努めてまいります。

ふるさと会交流事業については、旭川風連会の

総会が２月２日に、さっぽろ名寄会の総会が２月

２１日にそれぞれ開催され、会員の増強運動など

に取り組むことが確認されました。

東京都杉並区との交流事業では、首都圏を襲っ

た大雪の影響により、「なよろ雪質日本一フェス
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ティバル」と「ふうれん冬まつり」への代表団の

訪問が中止となりましたが、それぞれの雪像コン

クールに区長賞及び区議会議長賞を提供いただき

ました。

国際交流では、昨年、名寄・ドーリンスク友好

委員会を中心に出展した道北６市によるユジノサ

ハリンスク道北物産展の成果と課題を市民に広く

周知するため、１月２３日に「ユジノサハリンス

ク道北物産展２０１３［名寄］報告会」を開催し

ました。

台湾との交流では、市内の中学生１６人が交流

自治体中学生親善野球大会に参加するため、昨年

１２月２５日から６日間、台北市などを訪れ、言

葉も文化も歴史も異なる国で、台湾、東京都杉並

区及び福島県南相馬市の中学生と野球を通した交

流を行いました。

なお、昨年１２月２８日には、本市と台湾との

青少年の交流が深まるよう、中国青年救国団と宣

言書を取り交わしました。

また、昨年７月に実施した台湾教育旅行モニタ

ーツアーの成果として、モニターツアーに参加し

た台湾の高校から、１月２６日、２７日は国立鹿

港高級中学が、２月１９日、２０日は桃園縣立平

鎮高級中学が、２月２５日、２６日には国立玉井

高級工商職業学校などの計５校が本市を訪れ、高

校生と交流を深めたほか、なよろ市立天文台の見

学、スキーやカーリング、餅つきなどを楽しんで

いただきました。

次に、地域おこし協力隊について申し上げます。

農業支援員２人については、昨年１０月の委嘱

以降、風連日進地区を拠点として農業者宅や農業

振興センターなどで農業研修に励むとともに、地

区の高齢者宅の屋根雪降ろしや、市営スケートリ

ンクでのスケート指導など、地域貢献活動を行っ

ています。

また、平成２６年度の新規隊員として、２月１

４日まで農業支援員２人の募集を行ったところ、

６人からの応募があり、現在、選考を行っている

ところです。

次に、広域行政の推進について申し上げます。

天塩川周辺１３市町村で構成する「テッシ・オ

・ペッ賑わい創出協議会」では、昨年に引き続き、

１月３１日から２月２日は本市と下川町・幌加内

町のエリアで、２月７日から９日は和寒町・剣淵

町・士別市のエリアで「天塩川住民再発見ツア

ー」を実施しました。今後、ツアーの模様や楽し

んでいる様子をパンフレットや動画サイト上で発

信する予定です。

また、２月２２日には、「天塩川フォーラム」

が開催され、日本を代表する観光地域づくりプロ

デューサー坂元英俊氏の基調講演や、天塩川周辺

地域で地域おこしに尽力されている方によるパネ

ルディスカッションを通して、地域の今後の可能

性などについて意見を交わしました。

なお、協議会に対する北海道の地域づくり総合

交付金は２カ年の支援が終了するため、新年度以

降は、財源規模を縮小しながら構成市町村で応分

の負担金を拠出し、継続する方向で調整を行って

いるところです。

次に、健全な財政運営について申し上げます。

昨年１２月に滞納管理システムを導入し、市税

滞納繰越分の収納額が前年比１３パーセント、９

１６万円の増となりました。

今後ともシステムを有効に活用し、税負担の公

平性確保に努めてまいります。

次に、自衛隊関係について申し上げます。

昨年１２月１７日に閣議決定された「国家安全

保障戦略」及び新たな「防衛計画の大綱」「中期

防衛力整備計画」において、北海道は良好な訓練

環境であることが明記され、陸上自衛隊は、道内

に所在する師団・旅団を機動運用する部隊として

位置づけました。

これは、名寄駐屯地が有する最北の防衛・警備

に追加されたものであり、第４高射特科群の存続

を含め、所在する部隊削減への影響はないものと

認識しており、この間の地域との絆及び陸上自衛
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隊名寄駐屯地増強促進期成会をはじめ、関係諸団

体による要望活動の成果と考えているところです。

今後も引き続き、現状体制の強化・拡充につい

て取り組んでまいります。

次に、大人の風しん予防接種緊急対策事業につ

いて申し上げます。

２０代から４０代を中心に風しんが全国的に流

行したことに伴い、妊婦と生まれてくる赤ちゃん

の健康を守ることを目的に、昨年７月から緊急対

策として、風しん予防接種費用の一部助成を行っ

ています。

対象者については、ワクチンが一時的に不足す

ることが懸念されたため、優先度を考慮し、１９

歳以上の市民で妊娠希望者と妊婦の配偶者とし、

１月末までの助成申請者は１３１人で接種者は９

８人となっています。

現在、風しんの報告数は全国的に激減してきて

いますが、引き続き、将来にわたって流行を阻止

するため、予防接種の一部助成を推進し、予防対

策の普及啓発に努めてまいります。

次に、病院事業について申し上げます。

昨年４月から１２月までにおける、一般科と精

神科を合わせた患者取扱い状況については、入院

患者数が延べ７万 ３６８人で前年比 １２２人、

率にして ９パーセントの減少となっています。

また、外来の取扱い患者数は、１６万 ７６３人

で前年比 ５３９人、率にして ２パーセントの

増加となっています。

医業収益については、一般科と精神科を合わせ

た入院収益は３７億 ０９０万円で前年比 ６５

０万円、率にして ６パーセントの増加となって

います。また、一般科と精神科を合わせた外来収

益は１５億 ０６０万円で前年比１億 １００万

円、率にして ５パーセントの増加となっていま

す。

この結果、入院収益と外来収益の合計額は、５

３億 １５０万円となり、前年比２億 ７５０万

円、率にして ３パーセントの増加となっていま

す。

次に、平成２６年度の診療体制について申し上

げます。

全国的な医師不足の中で、当院においても、小

児科で短時間勤務者の転出を含む２人が減員にな

ります。このほかの診療科については、自治医科

大学卒業後３年目の医師１人が、主に外科分野の

研修のため１年間派遣される予定となっています

が、全体として大きな変更はありません。

次に、精神科病棟改築事業について申し上げま

す。

２月１７日現在、工事の進捗率は８ ２パーセ

ント、内訳は建築主体工事が８ ４パーセント、

空調設備工事が８ ０パーセント、給排水衛生設

備工事が７ ０パーセント、電気設備工事が７

０パーセントとなっています。

３月に予定する竣工後は、４月下旬に新館へ引

越し、５月に新館での診療開始を予定しています。

また、６月からは現精神科病棟の解体工事及び外

構、駐車場整備工事が始まります。引き続き市民

をはじめ御利用の皆様には御迷惑をお掛けします

が、御理解と御協力をいただきますようお願い申

し上げます。

次に、子育て支援の推進について申し上げます。

平成２５年度新規事業の「名寄市お祝い誕生も

ち引換券交付事業」については、３月末日までに

満１歳の誕生を迎えた２５２人に贈呈し、お祝い

するとともに、駅前交流プラザ「よろーな」、市

役所名寄庁舎及びイオン名寄店において写真展を

開催しました。

今後とも、さらなる子育て支援の充実に努めて

まいります。

次に、廃棄物処理対策について申し上げます。

ごみの減量化やリサイクルを推進するため、内

淵一般廃棄物最終処分場において、本年度は１２

日間、延べ７１人により、各町内会などの環境衛

生推進員の協力のもと、搬入ごみの分別指導を実

施し、ごみの適正処理について、市民への啓発を
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行ってきました。

また、広域最終処分場の建設については、平成

３０年４月の開設を目指して、現在は、処分場建

設に係る生活環境影響調査を実施しているところ

です。

次に、新エネルギー・省エネルギーについて申

し上げます。

家庭用節電モニターを募る「エコチャレンジ２

０１３」については、名寄市消費者協会に事業の

一部を委託して実施しており、冬季の取組に対し

１２人の参加がありました。

また、旧風連中学校跡地におけるメガソーラー

発電施設については、昨年１２月９日に竣工式が

執り行われ、発電が開始されており、これまで２

団体が施設見学を行うなど環境意識の広がりにも

貢献いただいています。

今後とも、民間と連携、協力しながら、新エネ

ルギー・省エネルギービジョンを推進してまいり

ます。

次に、消防事業について申し上げます。

平成２５年中の火災件数については、１３件で

前年比３件の増となり、負傷者が３人となってい

ます。また、火災種別では、建物火災９件、車両

火災３件、その他火災１件となっています。

救急出動件数については、 ２３８件で、前年

比１５６件の増となり、過去最高の出動件数を記

録しました。事故種別では、急病７８１件、一般

負傷１６０件、交通事故６７件、転院搬送１４７

件、その他８３件となっています。

予防行政については、昨年起きた京都福知山花

火大会露店爆発事故を教訓に消防法施行令の一部

改正が行われました。これにより多人数が集合す

る催しにおいて、対象火気器具などを使用する方

への消火器の準備が義務付となり、本市において

も「なよろ雪質日本一フェスティバル」や「天文

字焼きを見る集い」の会場において、露店関係者

や行事主催者に対し、火気器具などの取扱いや消

火器の準備について指導を行いました。

次に、交通安全対策について申し上げます。

路上駐車が他の車両や緊急車両の通行の妨げ、

除雪作業の支障となることから、昨年１２月と１

月に名寄警察署、名寄交通安全協会連合会をはじ

め、関係機関による「路上駐車一掃作戦」として、

市街地の駐車違反車両７１台に警告書を貼り、車

両の速やかな移動を促し、啓発を行いました。

次に、生活安全対策について申し上げます。

全国的に子どもや女性が被害に遭う事件が発生

しており、本市においても、子どもや女性への声

かけや付きまといなど、不審者による事案が発生

しています。

今後とも、市民が事件や事故に巻き込まれない

よう、関係機関や団体と連携を図り、犯罪防止に

向けた情報の提供や共有により、安全安心な地域

づくりを進めてまいります。

次に、消費生活相談について申し上げます。

消費生活センターでは、複雑化する相談内容か

ら弁護士との連携を図り、解決に結びつける事案

が発生していることから、２月に名寄東小学校コ

ミュニティーセンターとの共催で、名寄ひまわり

基金法律事務所の押田朋大所長を講師に迎え「消

費生活セミナー」を開催しました。

今後とも、消費者被害を防止するため、消費者

教育や啓発を推進するとともに、迅速な対応や適

切な相談業務に努めてまいります。

次に、住宅の整備について申し上げます。

北斗・新北斗団地建替事業については、昨年９

月に着手した北斗団地の鉄筋コンクリート造２階

建て１棟１２戸の１月末進捗率は約２０パーセン

トとなっており、平成２６年度工事分の実施設計

については昨年８月に着手し、１月に完了してい

ます。

ノースタウンなよろ団地の長寿命化型改善工事

については、１棟３０戸を昨年７月末に着手し、

１２月に完成しています。

また、平成２６年度に着手を予定している風舞

団地の長寿命化型改善工事の実施設計については、
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昨年７月末に着手し、１月に完了しています。

次に、水道事業について申し上げます。

老朽管更新工事については、１６線道路老朽管

更新工事ほか１２路線、 ５５３メートルが昨年

１２月下旬に全路線完了しました。配水管網整備

については、風連２９線配水管網整備工事ほか５

路線、延長 ７２４メートルが昨年１２月下旬に

全路線完了しました。

また、簡易水道事業については、智恵文八幡地

区浄水場の増補改良工事が１月下旬に完了しまし

た。

次に、下水道事業について申し上げます。

老朽化した設備の改築工事については、施工中

の名寄下水終末処理場における沈砂池機械設備外

更新工事が３月上旬の完成を予定しています。ま

た、名寄下水終末処理場長寿命化更新実施設計の

業務委託については、２月末の完了を予定してい

ます。さらに雨水管渠新設工事では、豊栄川３号

幹線、延長１２９メートルが１月中旬に完了しま

した。

また、個別排水処理施設整備事業については、

新たに１８基の合併浄化槽が供用開始されていま

す。

次に、道路整備について申し上げます。

社会資本整備総合交付金により整備を進めてい

た南１１丁目東通、昭和通、西４条仲通、東１条

通の４路線、地域の元気臨時交付金により採択さ

れた南６丁目仲通、風連西町５丁目線の２路線の

工事を完了しました。

また、南１０丁目西仲通は昨年１２月に、徳田

１８線緑丘連絡線については１月に発注を終え、

現在、工事を進めています。

次に、コミュニティバスについて申し上げます。

昨年１２月２０日に第一弾の見直しを行い、実

証運行を継続しています。路線については、東西

を乗継なしとする「東西まわり」と「西まわり」

の２路線とし、ダイヤについては、早朝の時間帯

を除き、従来の西まわり区間においては３０分に

１便、東まわり区間は１時間に１便のパターンダ

イヤとしています。

また、今回の見直しに併せて、高齢者等にはバ

スアテンダントによるきめ細やかな利用案内、市

内バス路線・時刻表を簡単検索できるインターネ

ット情報サイトの開設、バス路線沿線商店との連

携事業など緊急雇用創出推進事業を活用した利用

促進策を展開しています。

今後とも市民の皆様の意見や利用状況などを踏

まえて、利便性や効率性の高い公共交通機関とな

るよう改善を図ってまいります。

次に、市道の除排雪について申し上げます。

本年度の除排雪対策については、除雪延長４４

３キロメートル、排雪延長１４５キロメートルを

対象に進めています。

排雪については、２月中旬までに生活道路の作

業を終了しており、幹線道路では、降雪状況に応

じた対応を考慮しながら、年度末まで継続して実

施してまいります。

また、さらなる冬の道路環境向上のため、本年

度から除雪幅員の設定、積上除雪、重要幹線排雪、

雪堆積場の確保を進めているところです。

今後とも、市民の皆様の声を伺いながら、結果

や課題の分析を行い、冬の道路環境の向上に努め

てまいります。

次に、名寄市ホワイトマスターについて申し上

げます。

２月２２日、名寄市民文化センターにおいて、

名寄東小コミュニティーセンター運営委員会と江

畠絵美さんに名寄市ホワイトマスターの称号を授

与いたしました。

名寄東小コミュニティーセンター運営委員会は、

スノーフェスティバルを継続して実施し、地域の

連携、絆を深め、コミュニティ活動を推進されま

した。

また、江畠絵美さんは、ピヤシリスキー場で技

術向上に励み、全日本スキー技術選手権大会に連

続出場しているほか、道内女性では３人のみの認
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定となるナショナルデモンストレーターを取得す

るなど、今後のスキー人口拡大や競技発展に対し、

大いに期待されるところです。

受賞された皆様には、今後とも本市の冬の暮ら

しにおいて、他の模範となる活動に御尽力を賜り

ますようお願い申し上げます。

次に、農業農村行政について申し上げます。

昨年１２月７日に市内１８団体の協力のもと、

「２０１３地産地消フェアｉｎなよろ」を開催し

ました。地産地消の推進と、食育を通した食文化

の向上を目的とした取組に、多くの市民で賑わい

ました。

また、２月１８日には、北海道農政事務所旭川

地域センターの協力のもと「新たな農業・農村政

策説明会」を開催し、生産者に新制度の情報提供

を行いました。また、併せて同日に、生産力の向

上と魅力ある農村を築くことを目的に「名寄地域

農業セミナー」を開催し、北海道大学大学院シス

テムデザイン・マネジメント研究科特任教授の林

美香子さんから「食と農」に関わる講演をいただ

きました。

２月２１日には、「もっともち米プロジェク

ト」の第１回市民講座を開催し、もち米の新たな

料理方法や商品開発などについて、市民に情報発

信を行いました。

次に、平成２５年産米の出荷状況について申し

上げます。

出荷総数は、もち米２８万 ４１３俵、うるち

米２万 ３１６俵、合計３１万 ７２９俵となり、

合併以降で最も多い出荷量となりました。

次に、米政策について申し上げます。

昨年１２月に平成２６年産米の生産数量目標が

配分され、もち米が前年比 ２７パーセント減の

１万 ３８９トン、うるち米は ５２パーセント

減の ４５８トン、合計で ３０パーセント減の

１万 ８４７トンと示されており、現在生産者へ

の配分に向けて事務作業を進めているところです。

次に、人・農地プランについて申し上げます。

２月に市内７カ所で、「人・農地プラン地域別

懇談会」を開催し、今後の担い手への農地集積な

どについて、地域での意見交換を行いました。今

後、いただいた意見をもとに、よりよいプラン作

りに努めてまいります。

次に、林業の振興について申し上げます。

上川北部森林組合のチップ機更新事業について

は、１月３１日に起工式が執り行われ、４月から

の操業に向け、工事が進められています。今回の

更新計画では、製造能力が３万４８８立方メート

ルから４万９千立方メートルに増加することとな

り、チップが暗渠疏水材や木質バイオマスなどの

新たな活用が見込まれ有望であることから、今後

伐齢期を迎え増加するトドマツ、カラマツ材の地

元受入につながり、本市の林業活性化に資するも

のと期待しています。

木質バイオマス利活用調査については、「新エ

ネルギー・省エネルギービジョン」「名寄市森林

整備計画」に基づき、木質バイオマスの賦存量や

利活用の可能性について調査を行っています。調

査は３月中旬完成の予定となっており、これをも

とに木質バイオマスの利活用について検討してま

いります。

次に、商工業について申し上げます。

北海道が実施している地域別経済動向調査によ

ると、昨年１０月から１２月の上川北部地域の景

況感は「横ばい」となっています。

生産動向については、前期の「やや上昇」から

「上昇」となりましたが、消費動向については、

車や住宅などが消費税増税前の需要により上昇傾

向にあることから、消費動向は引き続き「やや上

昇」となっています。

融資関係では、１月末現在、経営資金、設備資

金ともに件数は増加傾向で推移しています。経営

資金は８７件で、融資額は４億 ６７８万６千円

となっており、前年同期比で２件の増、金額では

１パーセントの減少となっています。また、設

備資金は１５件で、融資額は１億１４１万１千円
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となっており、前年同期比で３件の増、金額では

５５パーセントの増加となっています。

中小企業振興条例による各種中小企業者助成制

度については、名寄商工会議所及び風連商工会か

ら中小企業者の意見をまとめた要望を受けており、

経済情勢の変化とともに改善すべき内容を見極め、

関係機関と相談しながら、中小企業者に使い勝手

の良い制度を具体的に検討してまいります。

次に、公設地方卸売市場について申し上げます。

指定卸売業者の経営破綻に伴う業務停止以降、

市場の早期再開に向けて関係機関や民間業者など

と最大限の協議を重ねてきました。

この間、市内流通への影響を最小限に止め、安

全安心な食を確保するため、市内買受人に冷蔵施

設を利用いただいており、今後においても、青果

物について、地場の農産物受入も含めて市場流通

機能を安定的に確保するため、必要な準備、調整

に努めてまいります。

次に、労働関係について申し上げます。

ハローワーク名寄管内における昨年１２月末の

月間有効求人倍率は ９４倍で、前年同月比 ３

ポイントの上昇となり、２７カ月連続して前年同

月を上回っています。

新規高等学校卒業予定者の求職、求人、就職の

状況については、就職希望者は１５１人で、前年

比１３人、 ９ポイントの減、うち管内就職希望

者は９２人で、前年比９人、 ３ポイントの減、

管内求人数は１６５人で、前年同月比２１人、１

６ポイントの増となっています。

就職内定者数は１２９人で、前年比２人、 ６

ポイントの増、就職内定率も前年比 ０ポイント

増の８ ４パーセントとなっています。

今後とも、関係機関や団体と連携して求人要請、

求人開拓などに取り組んでまいります。

次に、観光振興について申し上げます。

ピヤシリスキー場については、雪不足のため予

定より４日遅れて昨年１２月１８日に今シーズン

の営業を開始しました。今シーズンは指定管理者

の名寄振興公社において、レディースデー、シニ

アデーなどの各種割引やＳＡＪナショナルデモン

ストレーターによるレベルアップレッスンなど、

新たな企画により集客に努めています。

また、冬の最大イベントである「なよろ雪質日

本一フェスティバル」が２月６日から９日まで、

「ふうれん冬まつり」が２月８日から９日までそ

れぞれ開催され、市民など多くの来場者で賑わい

ました。「なよろ雪質日本一フェスティバル」で

は、国際雪像彫刻大会ジャパンカップに４カ国８

チームが出場し、雪柱の彫刻で芸術性を競い合っ

たほか、韓国の学生を含め７チームが出場した全

日本学生対抗スノーオブジェ競技会や、おらの雪

像みてくれコンクールも行われ、南広場を素晴ら

しい雪像が埋め尽くしました。ふうれん冬まつり

では、全日本長靴飛ばし選手権などが行われ、子

どもから大人まで楽しい冬のひと時を過ごしまし

た。

なお、なよろ雪質日本一フェスティバルと同時

開催で、冬の風物詩「北の天文字焼き」が３年ぶ

りに復活し、「天」の文字が厳寒の夜空を美しく

彩りました。

次に、学校教育について申し上げます。

確かな学力を育てる教育の推進については、教

師の指導力や学校の組織力の向上を図るため、文

部科学省指定の「学校のマネジメント力を強化す

るための実践研究事業」の一環として教育講演会

を２回開催しました。１月２１日には、高知県教

育委員会スーパーバイザーを招き「学力向上の処

方箋」と題して講話をいただきました。約１３０

人の参加者は、子どもたちの主体的な学びを促す

指導方法や、学校行事などのスリム化などについ

て研修を深めました。１月２８日には、名寄市教

育研究集会に国立教育政策研究所の総括研究官を

招き「実践的な指導力の向上及び校内の組織力の

向上」と題して講話をいただきました。約２２０

人の参加者は、教師の指導力などを高める授業研

究のあり方や、教師間の連携を重視した学校の組
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織づくりなどを学びました。

また、１月２２日に名寄市教育改善プロジェク

ト委員会から、教育長へ本年度の取組についての

報告がありました。本年度は、学力の向上を図る

ため、学習指導の工夫改善に関する研究グループ

では、チャレンジテストの効果的な活用など、ま

た校内研修の充実に関する研究グループでは、各

学校の校内研究の概要の集約など、さらに教育資

源などの活用に関する研究グループでは、人材活

用の実践例などが取り組まれました。

次に、学校の再編・施設の整備について申し上

げます。

東風連小学校については、少子化による児童数

の減少のため、平成２８年３月末をもって閉校す

ることで地域の合意が図られたところです。閉校

後の児童は、風連中央小学校へ通学することから、

交通手段など、必要な対策を学校や地域と協議し

てまいります。

名寄南小学校の校舎などの改築については、２

月末に実施設計が終了することから、建築確認申

請など、建設に必要な各種申請事務を進めてまい

ります。

次に、名寄市立大学について申し上げます。

平成２６年度の学生募集の状況については、昨

年１１月２１日に推薦入試を実施し、保健福祉学

部栄養学科では１５人、看護学科では２１人、社

会福祉学科では２０人の計５６人、短期大学部児

童学科では２５人の合格者を決定しました。

２月１日に実施した短期大学部児童学科の一般

入試は、２５人の募集に対して５４人の受験があ

り、２８人の合格者を決定しました。また、大学

入試センター試験利用入試では、５人の募集に対

して２６人の志願状況となっています。

保健福祉学部の一般入試前期日程では、７１人

の募集に対して志願者数は昨年度から２人少ない

３３４人で倍率 ７倍となりました。学科別では、

栄養学科２１人の募集に対して志願者数が７９人

で倍率 ８倍、看護学科２５人の募集に対して志

願者数は１５５人で倍率 ２倍、社会福祉学科２

５人の募集に対して志願者数は１００人で倍率

０倍となりました。

また、後期日程では、１４人の募集に対し志願

者数は昨年度から４４人少ない２３６人で倍率１

９倍となりました。

３月に卒業見込みの学生の就職内定状況は、２

月１４日現在、栄養学科で７ ８パーセント、看

護学科で９ ９パーセント、社会福祉学科で８

２パーセントの内定率となっており、保健福祉学

部全体では８ ８パーセントの内定率となってい

ます。短期大学部児童学科では、８ ３パーセン

トの内定率となっています。

平成２６年度の精神保健福祉士養成開始に伴う

演習室の改修、備品、図書などの整備については

完了し、教育と学術研究の中心になる大学図書館

の整備については、基本構想・基本計画に基づき

基本設計をまとめたところです。また、老朽化に

よる損傷を改善する本館の屋根改修工事を終えた

ところです。

次に、食育の推進について申し上げます。

食育の意識高揚を図るため、本年度も中学校３

年生を対象に、カラー写真を掲載した「かんたん

お弁当レシピ」を配布し、高校進学後に弁当持参

となってからの栄養バランスについて啓発を行い

ました。

また、学校給食費については、平成９年の改定

以降、据え置いてきましたが、４月から消費税増

税分として小学生７円、中学生８円の値上げを実

施し、物価上昇などに伴う値上げについては、今

後の食材価格の変動を勘案しながら学校給食会理

事会で検討し、平成２７年４月から値上げを予定

しています。

次に、生涯学習の推進について申し上げます。

名寄ピヤシリ大学は、２月２５日に卒業式・修

了式を行い、１１人の卒業生と９人の大学院修了

生を送り出しました。また、風連瑞生大学は、３

月３日に卒業式・修了式を行い、５人の卒業生と
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９人の大学院修了生を送り出します。卒業生の皆

様には、今後とも生涯学習活動を継続されること

を期待するところです。

「地域の良さや課題を発見し、共通認識を持

つ」をテーマとした市民講座「なよろ入門」は、

２月６日に本年度１２回目の講座を開催し、学習

活動を終了しました。本年度は、市内各校の教員

初任者も研修として参加し、見聞を広めていただ

くことができました。

次に、市立図書館について申し上げます。

昨年１２月１５日に、名寄市立小中学校読書感

想文コンクールの表彰式を行いました。本年も市

内全ての小中学校から作品総数１３０点の応募が

あり、名寄教育研究所の国語班により選出された、

学年毎の最優秀賞１作品、優秀賞２作品を受賞し

た児童生徒に表彰状、副賞を授与しました。

また、昨年１２月７日には大人を対象として、

愛読の文庫本の表紙をハードカバーに装丁する製

本講習会を行い、７人の参加がありました。１２

月２５日には「冬のおはなし会」を風連児童館で

行い、４０人を超える参加者で賑わいました。１

月１０日には本館で「冬の工作会」を行い、参加

した小学３・４年生１３人がペットボトルを素材

とした万華鏡を作成しました。

次に、なよろ市立天文台について申し上げます。

２月１６日に、なよろ市立天文台と石垣島国立

天文台との間で交流協定の締結を行いました。

国立天文台が市立の天文台と協定を取り交わす

のは、初めてのことであり、直線距離で約 ２０

０㎞、緯度で２０度以上離れた天文台同士が互い

に協力することは観測や研究面で有意義なことで

あり、今後、交流と連携を進めてまいります。

なよろ市立天文台は、本年度末で開設４年を経

過することから、利用の実態を調査するため、４

歳から７５歳までの８９５人を対象にアンケート

調査を実施しました。回答率は約３１パーセント

でしたが、５０歳以上の方の回答率が４ ５パー

セントと高かったことや天文台を知っていると答

えた人が約９７パーセントで、うち利用したこと

があると答えた人が５４パーセント、満足度にお

いては７５パーセントとなっています。今後は、

いただいた貴重な意見や要望をもとに、さらなる

改善に努めてまいります。

次に、地域文化の継承と創造について申し上げ

ます。

昨年１２月２３日に市民会館において、第２回

目となる「ナヨロ寄席」をなよろ舞台芸術劇場実

行委員会との共催で開催しました。出演された柳

家さん喬師匠、林家正蔵師匠の巧みな話芸に、多

くの市民が楽しいひと時を過ごしました。

次に、北国博物館について申し上げます。

昨年１１月２９日からの巡回展「北海道開拓記

念館から北海道博物館へ」や関連講座の「アイヌ

語と口承文芸の世界」「アイヌ民族の狩りとわ

な」を北海道開拓記念館、道立アイヌ民族文化研

究センター及び北国博物館の連携事業として開催

しました。また、昨年１２月２１日から１月２６

日まで、特別展「九度山と道北の山々」を開催し

ました。ピヤシリスキー場として市民に親しまれ

ている九度山が、平成２１年にアイヌ文化の景勝

地名勝「ピリカノカ」として国の文化財に指定さ

れている事や、その周辺の山々の成り立ちなどに

ついて紹介し、市民など多くの方々が訪れました。

子どもたちを対象にした冬休み企画、理科実験

教室「実験で納得地震と地震災害」では、建物で

異なる揺れ方や液状化現象などについて、模型を

使った実験で理解を深めました。また、「森のた

んけん隊２０１４冬」では、真冬の森での探検や

遊びを通して森の仕組みと動物たちの様子などを

学び、生きた体験学習の機会となりました。

次に、スポーツの振興について申し上げます。

冬期のスキー競技会は、昨年１２月１４日の第

４４回名寄ピヤシリジャンプ大会以降、各種６大

会が開催され、延べ千人以上の選手が参加し、白

熱した戦いが繰り広げられました。各会場では市

民など多くの方々が観戦に訪れました。
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スポーツ交流は、昨年度に引き続き南相馬市ス

ポーツ復興記念「第２６回野馬追の里健康マラソ

ン大会」と「第２回みらい夢こども交流事業」に

昨年１１月３０日から１２月１日の２日間、名寄

市代表団として小学生参加者８人を含む１２人が

参加し、交流を深めました。

また、本市でのジュニアオリンピックの開催に

ついて、この間、全日本スキー連盟に要望を行っ

てきたところですが、昨年１２月に開かれた全日

本スキー連盟の理事会で、平成２８年度からのノ

ルディック種目開催の候補地として本市が内定し

ました。

今後、ＪＯＣへの働きかけをはじめ、開催に向

けて関係団体と連携し、準備を進めてまいります。

次に、青少年の健全育成について申し上げます。

１月８日に第４１回新春こども書き初め広場を

開催し、４２人が新年に寄せる思いを込めて力作

を書き上げました。作品は市民文化センターで展

示し、多くの市民に鑑賞していただきました。

１月１２日に平成２６年名寄市成人式が実行委

員会の主催により開催され、１８７人の新成人を

迎えての人生の大きな節目を祝いました。成人を

迎えた皆様には社会を支える一員として、誇りと

使命感、さらには思いやりの気持ちを持って社会

を築く原動力となることを期待するところです。

東京都杉並区との小学生名寄自然体験交流事業

については、昨年１２月２６日から２８日まで、

東京都杉並区の小学生２５人が本市を訪れ、冬の

自然探検、天体観測、カーリングなどを体験しま

した。

また、本市の小学生２５人が対面交流会、自然

体験などを通して子ども同士による友情の絆を深

めました。

次に、放課後児童クラブ・児童会館について申

し上げます。

南児童クラブ及び風連児童クラブ・児童会館で

は、小学校の１日入学に合わせ、新１年生の保護

者を対象に児童クラブ、児童会館説明会を開催し、

５７人が参加しました。

次に、青少年センターについて申し上げます。

青少年センターでは、冬休み期間中は一般巡視

のほか、名寄市児童生徒補導協議会との連携で特

別巡視を行いました。今後も、関係機関と連携し

ながら青少年の問題行動の未然防止や指導に努め

てまいります。

次に、教育相談センターについて申し上げます。

適応指導教室では、１学期から毎日通室してい

る３人の児童生徒に対し、３学期から給食の提供

を開始しました。給食により通室者同士の交流が

深まっています。

次に、放課後子ども教室について申し上げます。

放課後子ども教室は、２月４日に名寄中学生の

部、１９日に名寄小学生の部、２０日に風連小学

生の部の閉講式を行い、本年度の活動を終了しま

した。参加した子どもたちは、自学自習やテーマ

学習などを通して、自ら学び自ら考える力を育み

ました。今後は、子ども、保護者、指導者のアン

ケート結果を踏まえ、次年度の計画について検討

を進めてまいります。

以上、主な行政事項について、その概要を申し

上げ報告といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で行政報告を終わ

ります。

暫時休憩いたします。

休憩 午前１０時５３分

再開 午前１１時１５分

〇議長（黒井 徹議員） 休憩前に引き続き会議

を開きます。

日程第４ 議案第１号 名寄市職員の再任用に

関する条例の一部改正についてを議題といたしま

す。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第１号 名寄市職員

の再任用に関する条例の一部改正について、提案
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の理由を申し上げます。

平成２５年度以降、公的年金の報酬比例部分の

支給開始年齢が段階的に６０歳から６５歳へと引

き上げられることに伴い、無年金期間が発生しな

いように国家公務員と同様の措置を講ずるために

本条例の一部改正を行うとともに、あわせて文言

の整理を行うものです。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

熊谷吉正議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） 第１号議案提案をい

ただきましたけれども、遅きに失したぐらいとい

うことで、内容的には賛成をする立場であります

けれども、この職員の再任用に関連する関係で、

職員のほかに名寄市役所は全体的にも相当数の臨

時職員や嘱託職員等がかなりのウエートを占めて

いまして、今までも予算、決算の追加資料なんか

でも数字が出ていますが、職員と臨時職員全体で

市役所を支えているわけでありまして、現状につ

いてこの機会に人数だとかパーセンテージ等お知

らせをいただくと同時に、職員の再任用に関する

年金との差額との関係ではもちろん非正規と言わ

れる皆さんも同様の生活状況にかかわる人が多い

のではないかというふうに思っていますから、改

めて現状についてお話をいただければと思ってい

ますし、そういう臨時職員等の今後の要綱、規則

の見直しなどについての影響についてもお知らせ

をいただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 扇谷総務部長。

〇総務部長（扇谷茂幸君） 昨年の４月１日付で

高年齢者の雇用安定法というのが施行されており

まして、それでいわゆる高齢者の再任用の道につ

きましては一定程度法律の整備はなされてきたと

いう経過がございます。国家公務員、それから地

方公務員につきましては適用除外ということにな

っておりまして、今回の措置につきましても国か

らの通達によって雇用と年金の接続を図るという、

そんな手続の一環ということであります。御指摘

のとおり、私どもこの間行財政改革を進めまして、

職員にかわる、いわゆる臨時職員、それから嘱託

職員に依存するというような、そんな組織的な状

況も抱えておりまして、数としては職員の半分程

度にも及ぶような、そんな状況にも至っていると

いう状況は１つございます。職員以外の臨時職員、

それから嘱託職員の扱いにつきましては、これま

でそれぞれ規則なり要綱なりで定められておりま

して、それで嘱託職員におきましては基本６３歳

までの雇用、再任用が可能と。状況によりまして

は６５までということで規定をしておりましたが、

臨時職員に関しましては６０歳までの雇用と。そ

して、状況によりましては若干程度延ばすことが

可能ということでありまして、今回６５歳という

規定は持っておりませんでしたので、基本的にそ

の法律の趣旨にのっとりまして、雇用と年金の接

続の観点から考えますと当然職員と同程度の再任

用が可能な体制をやっぱりつくるべきと、そんな

認識は持っております。

一方、これまで同様でありますけれども、新た

な雇用を創出する必要性でありますとか、それか

ら業務の継続性、そしてまた平成２６年度から本

格的に今回の再任用、職員に対して運用するとい

うこともありますので、そういった状況もしっか

り検証する必要もあるという判断もありまして、

一定程度制度としての整備を図っていくという考

え方は持ちつつ、各職場の状況などもよく聞きな

がら、検討させていただければというふうに考え

ております。

実は、平成２６年３月末で退職をします臨時職

員、これは６０歳で退職をされる方は５名ほどお

りまして、それから嘱託、６３歳で退職をされる

方は１２名おられるということでありますので、

これらにつきましても規則、要綱等の扱いにつき

ましては若干今回の条例の改正にあわせて検討し

てきてはおりますが、どういった対応が可能なの
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か、もしくは職場の状況等改めて確認をさせてい

ただきまして、検討させていただければというふ

うに考えておりますので、よろしくお願いします。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） ちょっとお答えいた

だいていないのですけれども、名寄市役所全体的

に臨時職員の取り扱い要綱に適用する人数という

のは具体的に何人で、全体の何％に至っているの

か、あるいは１８歳高卒あるいは大学を出て臨時

職員で長期にいるということよりも、いわゆる中

途退職だとか退職後、ほかの企業、会社、事業所

で退職をされて再雇用ということだとか、年齢的

にはかなり職員の年齢構成とは違って臨職全体の

年齢構成というのは高齢化をしつつありまして、

特にそれは資格を持った方、あるいは専門技術を

持った方、まさに職員にかわって市役所の仕事を

支えているわけでありまして、もう少しそこら辺

についてつぶさにお答えをいただきながら、具体

的に現状６０歳あるいは６３歳までという２段階

で要綱は定められてはいるのですが、現実的には

職員と全く同様な次元で見直しは当然図っていか

なければならないし、それでなければ年金がつな

がらないという現実がございますので、そこに差

があってはならないのでないかと思いますので、

改めて現状と今総務部長から要検討というふうに

言われていましたけれども、直ちに職員の再任用

の一部改正終わった後、できるだけ早くやっぱり

対応してもらわなければならぬのでないかという

ふうに思っていますので、特に年齢が職員の年齢

構成とは違ってかなり高齢化しているというそれ

ぞれの職場の状況ではないかというふうに考えて

いますが、もう少し詳しく教えていただきたいと

思います。

〇議長（黒井 徹議員） 扇谷総務部長。

〇総務部長（扇谷茂幸君） 全体の臨時職員、嘱

託職員の構成につきましては、今資料を用意をさ

せますので、若干お待ちいただきたいと思います

が、いずれにしましてもさまざまな職種の中で臨

時職員、それから非常勤職員の雇用を抱えている

という状況であります。御指摘のとおり、相当年

齢的にも幅があるということであります。ただ、

再任用が可能な、継続雇用が可能な上限年齢とい

うのは定めておりますので、そこのところで一定

程度職場の状況等を勘案しながら、いわゆる再任

用を継続をしてきたという状況があります。この

間職員にかわって一定程度専門的な知識を持って、

もしくは資格を持って臨時職員、嘱託職員として

の雇用をされている方も多数おられます。当然そ

ういう意味では、いわゆるそういう方がいなくな

ると業務の継続性含めて影響が出るというような

可能性も十分これは考えられます。ですから、今

回そういった職場の状況もしっかり勘案しながら

対応を進めさせていただきたいと考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） 数字のほうは、また

議会のほうの予特関係等の資料や決算、これまで

数字が出ていますけれども、およそ正式な場でや

りとりをした経過がないものですから、改めて公

にしていただいた上でお願いをしたいと思います。

それで、職員の場合、これで希望する方は６５

歳までしっかり働くということを前提にしていま

すから、当然今要綱を見ますと職名的には清掃作

業員及び処理場の運転作業員、土木作業員、営繕

作業員、学校技師、天文台、農作業作業員、調理

関係だとか、保健師だとか、看護師、栄養士とか、

さまざまな分野にそれぞれ活躍をいただいている

わけでありまして、しっかり年齢構成や技術の継

承やサービスの継承を考えると、欠かすことがで

きないものだというように思っていますから、職

員同様に希望される方については要綱、規則を整

備をされて、できるだけ早い時期に具体化をして

いただかなければなりませんが、総務部長もその

方向で考えておられるようですけれども、副市長

なり市長のほうで責任持ってそれを今巻き取って

答弁をいただければと思っていますので、よろし

くお願いします。
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〇議長（黒井 徹議員） 佐々木副市長。

〇副市長（佐々木雅之君） 熊谷議員のおっしゃ

るとおりでありまして、従前から見ると雇用形態

が相当変わってきておりまして、そういう状況の

中で正職員の数が行革ということも含めて、合併

算定がえもにらみまして、一定の絞り込みをしな

がら効率的な運営をしている中で、片一方では専

門知識を持って長い間働いてもらって役所の重要

な部分も支えてもらっているという実態もありま

すので、先ほど総務部長からもありましたように

その辺については今回の改正につきましては２年

ごとに１歳ずつ再任用を延ばしていくという改正

でございますので、それらも含めてさまざまな検

討をしてまいりたいと考えています。

〇議長（黒井 徹議員） ほかに質疑はございま

せんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 以上で質疑を終結いた

します。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第１号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第１号は原案のとおり可決されま

した。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第５ 議案第２号

名寄市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部

改正についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第２号 名寄市職員

の特殊勤務手当に関する条例の一部改正について、

提案の理由を申し上げます。

本件は、市立総合病院における手術室に勤務を

する看護職員及び病棟に夜間勤務をする看護職員

の確保を図るため、本条例を改正しようとするも

のであります。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

奥村英俊議員。

〇２番（奥村英俊議員） 今回の条例の一部改正

については、これは新設ということだというふう

に思いますけれども、その点の確認とこの新設に

当たって他市でもいろんな手当を持っているかと

いうふうに思いますけれども、名寄市立総合病院

にかかわる独自の手当なのかどうかということを

お聞きしたいというふうに思います。独自に必要

ということで今回設置をするということであれば、

その実態、働く状況なんかも含めてお知らせをい

ただきたいというふうに思います。何でそういう

ことを聞くかといいますと、名寄市の特殊勤務手

当の関係について、この間行財政改革の中で職員

の皆さんと独自に協議をした中で、他市ではたく

さんある特殊勤務手当を大きく整理をしていると

いうふうに思います。ほかと比べて特殊勤務手当

と言われる部分が非常に少なくなっているという

ふうに認識をしているところであります。そうい

う中で新たにということでありますので、やはり

実態に合った状況でこの条例を提案されたという

ふうに思いますので、それについてお知らせをい

ただければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 松島病院事務部長。

〇市立総合病院事務部長（松島佳寿夫君） まず、

手術室勤務手当の月額 ５００円につきましては、

新たな創設といいますか、追加というふうに考え

ております。この理由といたしましては、看護職

では現在は精神科病棟なり透析に勤務する職員に

は出しております。その一つの大きな考え方とい
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うのは、危険手当というふうに病院側では考えて

おります。特に手術室の勤務につきましては、透

析室と同じように針刺しですとか注射の対応、あ

るいは性格上血が出る現場といいますか、そうい

うようなのも含めて危険手当という部分と、また

他市の状況につきましては各病院でいろいろござ

いまして、手術室出している病院もあれば出して

いない病院もありますし、そこは幾つかあります

けれども、全体としてはそんなに多くの手当は出

していないのかなというふうに調査をしておりま

す。

また、今回の夜間看護手当につきましては、特

に産休、育休の期間が長くなったりいたしまして、

その復帰した後、どうしても時短勤務者などが多

くなりまして、病棟に勤務する夜勤の勤務者が少

なくなっているといいますか、そういう現状を踏

まえまして、これは５００円アップしますと他市

よりも少し多くなるのですけれども、病院全体の

中で賄っていこうということで、看護職員の確保

ということで考えました。また、手術室勤務につ

きましても手術室勤務の人材を確保するというこ

とで、大事な要素であるということで追加をさせ

ていただきましたということを御理解いただけれ

ばと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 奥村議員。

〇２番（奥村英俊議員） 今説明あったように、

仕事の内容での危険性であったり、人材確保とい

う観点から新たに創設したということについては

理解できるところであります。他市と比べても多

少高い設定をしているということの話ですね、今

の話。

（「夜間看護です」と呼ぶ者あり）

〇２番（奥村英俊議員） それも含めて人材の確

保に寄与できればというふうに思います。

そこで、さっき言った名寄市全体としての特殊

勤務手当の考えで、一定整理をしてきた部分があ

ります。今松島部長からありましたように、危険

であったり、人材確保という観点では新たにこう

いうふうに創設をされるということがあり得ると

いうことで、この条例について賛成する立場であ

りますけれども、基本的に今後の見直し、例えば

新たな創設なんかについての考え方をお聞かせい

ただいて、質問を終わりたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 扇谷総務部長。

〇総務部長（扇谷茂幸君） 名寄市全体の特殊勤

務手当の見直しということでありますが、この間

制度も持ちながらも業務の改善含めてさまざまな

手当につきましては整理をさせてきたという経緯

もございまして、今現状新たに業務形態が変わっ

てこうした手当を設定をしないといけないという

状況は基本ないというふうな認識を持っておりま

すけれども、現在さまざまな形で行財政改革を進

める中で、職員の勤務状況等も含めていろんな課

題も出していただいているという経緯もあります

から、そういった中で一定程度このような手当等

の扱いにつきましても議論の俎上に上げながら、

ちょっと考えてまいりたいというふうに考えてお

りますので、よろしくお願いします。

〇議長（黒井 徹議員） ほかに質疑はございま

せんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 以上で質疑を終結いた

します。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第２号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第２号は原案のとおり可決されま

した。

休憩をいたしまして、１３時から再開をいたし

ます。
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休憩 午前１１時３４分

再開 午後 １時００分

〇議長（黒井 徹議員） 休憩前に引き続き会議

を開きます。

日程第６ 議案第３号 名寄市非常勤の職員の

報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正につい

てを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第３号 名寄市非常

勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部

改正について、提案の理由を申し上げます。

本件は、地域社会における共生の実現に向けて

新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律

の整備に関する法律の施行により、名寄市非常勤

の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を

改正しようとするものであります。

改正の内容といたしましては、法律の施行によ

り障害程度区分が障害支援区分に変更されること

から、所要の条文整理等を行おうとするものであ

ります。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第３号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第３号は原案のとおり可決されま

した。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第７ 議案第４号

名寄市基金条例の一部改正についてを議題とい

たします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第４号 名寄市基金

条例の一部改正について、提案の理由を申し上げ

ます。

北海道立トムテ文化の森の名寄市への移管に関

する確認書を平成２５年１０月２日付で北海道と

締結をし、これによりトムテ文化の森の移管に係

る北海道からの支援について確認ができたことか

ら、平成２６年４月１日を目途とし、所要の手続

を進めることとしております。

本件は、北海道立トムテ文化の森の名寄市への

移管に伴う北海道からの支援金について、移管後

の施設運営に要する経費に充てるための基金とし

て設置をするため、本条文の一部を改正をしよう

とするものであります。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第４号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第４号は原案のとおり可決されま

した。
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〇議長（黒井 徹議員） 日程第８ 議案第５号

名寄市税条例の一部改正についてを議題といた

します。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第５号 名寄市税条

例の一部を改正する条例について、提案の理由を

申し上げます。

本件は、本年度税制改正のうち、地方税法の一

部を改正する政令及び省令が公布されたことに伴

い、名寄市税条例の一部を改正する必要が生じた

ものでございます。

改正の主な内容につきましては、公的年金等に

係る個人市民税の特別徴収並びに株式等に係る配

当所得など金融所得課税の一体化に関連をする規

定を改正をするほか、地方税法等に規定をする申

請拒否処分及び不利益処分について、行政手続条

例に規定をする理由付記を行うための改正であり

ます。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第５号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第５号は原案のとおり可決されま

した。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第９ 議案第６号

名寄市国民健康保険税条例の一部改正について

を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第６号 名寄市国民

健康保険税条例の一部改正について、提案の理由

を申し上げます。

本件は、地方税法の一部を改正する法律が平成

２５年３月３０日に公布をされ、同法による改正

のうち一部のものについて同法施行令及び施行規

則の一部を改正をする省令が平成２５年６月１２

日にそれぞれ公布をされました。これに伴い、名

寄市国民健康保険税条例に規定をする金融所得課

税の一体化関連部分について所要の改正をするも

のであります。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第６号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第６号は原案のとおり可決されま

した。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１０ 議案第７

号 名寄市手数料徴収条例の一部改正についてを

議題といたします。

提出者の説明を求めます。
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加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第７号 名寄市手数

料徴収条例の一部改正について、提案の理由を申

し上げます。

エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部

改正法が平成２５年５月に公布をされ、法律の名

称がエネルギーの使用の合理化等に関する法律に

改められたことに伴い、低炭素建築物新築等計画

認定申請手数料において規定されている同法の名

称の整備を行うものであります。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第７号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第７号は原案のとおり可決されま

した。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１１ 議案第８

号 名寄市社会教育委員設置条例の一部改正につ

いてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第８号 名寄市社会

教育委員設置条例の一部改正について、提案の理

由を申し上げます。

平成２４年３月９日に地域の自主性及び自立性

を高めるための改革の推進を図るための関係法律

の整備に関する法律、いわゆる第３次一括法案が

国会に提出をされ、平成２５年６月１４日に公布

をされたことから、社会教育法第１５条２項の規

定に基づき社会教育委員の委嘱の際の委嘱の基準

については、改正後の社会教育法第１８条の規定

により文部科学省で定める基準を参酌をし、条例

で定めることとなったため、名寄市社会教育委員

設置条例の一部を改正をしようとするものであり

ます。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第８号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第８号は原案のとおり可決されま

した。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１２ 議案第９

号 名寄市風連米乾燥調製施設条例の一部改正に

ついてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第９号 名寄市風連

米乾燥調製施設条例の一部改正について、提案の

理由を申し上げます。

風連米乾燥調製施設については、道北なよろ農

業協同組合を指定管理者として施設運営を行って

おります。利用料金においては、前回の消費税率
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の改定以降据え置いておりましたが、近年の燃料

の高騰や電気料金の値上げ、さらには平成２６年

４月からの消費税率の引き上げに伴い、施設運営

の適正化を図るために利用料金の上限を改正をし

ようとするものであります。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第９号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第９号は原案のとおり可決されま

した。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１３ 議案第１

０号 名寄市職員住宅に関する条例の一部改正に

ついてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第１０号 名寄市職

員住宅に関する条例の一部改正について、提案の

理由を申し上げます。

改正の内容は、平成２６年４月１日からの消費

税率の引き上げに伴い、消費税及び地方消費税相

当額を加算するための改正であり、名寄市職員住

宅に関する条例中における住宅に係る貸付料は消

費税法では非課税とされておりますが、車庫は課

税対象とされているため、車庫の使用料を改正を

しようとするものであります。

また、別表中の注２にあります使用料を貸付料

に改正をし、文言の整理をさせていただくもので

あります。

対象者は６人でありますが、議決後速やかに文

書での周知を行う予定であります。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第１０号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第１０号は原案のとおり可決され

ました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１４ 議案第１

１号 名寄市総合療育センター条例の一部改正に

ついてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第１１号 名寄市総

合療育センター条例の一部改正について、提案の

理由を申し上げます。

本件は、平成２４年４月１日の児童福祉法の改

正施行に伴い、平成２７年３月末日までに児童発

達支援事業所に通所の保護者に対し、通所支給要

否決定を行うに当たり、指定障害児相談支援事業

者が作成をする障害児支援計画案の提出を求める

こととなりました。市町村は、当該調査を障害者

総合支援法に規定をする指定特定相談支援事業者、
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指定障害児相談支援事業者等に委託をすることが

できますが、名寄市において委託できる事業者が

いない状況となっております。新制度へ対応する

ため、名寄市総合療育センターに指定障害児相談

支援事業所を開設をし、施設名を現行制度に合わ

せて改名をするため本条例の一部を改正をしよう

とするものであります。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

奥村英俊議員。

〇２番（奥村英俊議員） 今市長から説明ありま

したように、今回の条例の一部改正については名

称の変更と、それから相談支援にかかわる業務と

いうことで、これが新たに加わるということだと

いうふうに思いますけれども、この相談支援にか

かわる業務というのがどういうものなのかもう少

し詳しく教えていただきたいのとこれまではどう

いうふうになっていたのかというのもあわせてお

知らせをいただきたいというふうに思います。相

談ということでついていますから、これまでもそ

ういう関連のことがあったのかなというふうにも

ちょっと思ったところもありましたので、そうい

うことであれば、その件数とか等についてもあれ

ば、わかる範囲で教えていただければというふう

に思います。

〇議長（黒井 徹議員） 田邊健康福祉部長。

〇健康福祉部長（田邊俊昭君） ４月から現療育

センター内に設置をいたします指定障害児相談支

援事業所でありますけれども、これまでは障害者

自立支援法の規定によりましてセンターに通所さ

れるお子さんたちは児童デイサービス事業という

形で通所をいただいておりました。その場合、事

業所と、それから保護者の方が利用契約を締結し

ていただいて、通所のサービスを受けていただく

という形になっております。それが平成２４年４

月に児童福祉法が改正になりまして、これまでの

児童デイサービス事業が児童発達支援事業に改正

をされたところであります。これまでは、事業所

のサービスの管理者のもとで指導員と保護者の方

が相談して個別計画という形でサービスの内容で

すとか量とかを決めていただいて、サービスの利

用をしていただいておったところでありますけれ

ども、法改正によりまして平成２７年４月以降こ

のサービスを利用する場合につきましては、指定

障害児相談支援事業所の専門的研修を修了した相

談支援専門員が作成する利用計画の作成が必須と

いうことになったところでありますので、センタ

ー内に相談支援事業所の設置を行うものでありま

す。

相談事業所の詳細な事業の内容につきましては、

障害児支援利用援助として障害児の心身の状況、

それからその他置かれている環境、当該障害児ま

たはその保護者の障害児通所支援の利用に関する

意向、その他事情を勘案いたしまして利用する障

害児通所支援の種類、内容を定めた障害児支援利

用計画を作成するということであります。

今後利用計画の部分なのですが、今大体５０名

程度在籍児童がおりますので、この４月からまず

最初に初期相談ということで一回計画をつくりま

して、その後モニタリングということで１カ月に

１回ずつ３カ月、３回、半年に１回、モニタリン

グはですから年４回作成するというような事業に

なっております。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 奥村議員。

〇２番（奥村英俊議員） 今お聞きした中身でい

いますと、業務的にはかなりの業務量があるとい

うこととそういう意味では専門性が必要だという、

そういうことだというふうに思います。そうであ

れば人員の配置についても専門性、これから養成

というか、する場合もあるかもしれませんけれど

も、そういった配置についてどういうふうにお考

えになっているのか。

それから、名寄市に設置をということでありま
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すけれども、広域的な対応というか、そういうこ

とも関係があるのかどうか、これについてお伺い

をしたいというふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 田邊健康福祉部長。

〇健康福祉部長（田邊俊昭君） 現センターには、

相談支援従事者研修の修了者が３名おります。う

ち２名を相談事業所に配置してまいりたいと考え

ております。

現在議員おっしゃるとおり、名寄市が４０名、

下川町が４名、美深町が７名、中川町が１名とい

うことで、音威子府は今現在おりませんが、約５

０名程度が通所されているという状況であります

ので、それらの子供も含めて計画、相談をさせて

いただくということでございます。

〇議長（黒井 徹議員） 奥村議員。

〇２番（奥村英俊議員） 広域の関係でいきます

と上川北部ということだというふうに思いますけ

れども、それは幌加内とか、そういうのも今後は

含まれてくるのかどうかというか、もし必要な人

がいればというのと、それから今新たに２名の配

置ということでありますけれども、正職員で配置

になるのかどうか。直接お子さんなり親御さんも

含めてしっかりした体制、かかわりをしていく必

要があるというふうに思いますから、そういった

意味では正職員が配置をされて対応すべき、運営

としてはセンター全体ということだと思いますけ

れども、そういうことが必要だというふうに思い

ますけれども、その辺についてお考えをお聞きし

たいのと、私としてはやはり正職員化を強く求め

ていきたいというふうに思いますけれども。

〇議長（黒井 徹議員） 田邊健康福祉部長。

〇健康福祉部長（田邊俊昭君） 定住自立圏の協

定の関係で、幌加内町は士別のほうの圏域に入っ

ております。

それと、相談事業所の職員２人でありますが、

１名は正職員を配置してまいりますが、もうお一

方につきましては一応嘱託という形でお願いして

いくような準備を進めております。

〇議長（黒井 徹議員） ほかに質疑はございま

せんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 以上で質疑を終結いた

します。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第１１号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第１１号は原案のとおり可決され

ました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１５ 議案第１

２号 名寄市病院事業の設置等に関する条例の一

部改正についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第１２号 名寄市病

院事業の設置等に関する条例の一部改正について、

提案の理由を申し上げます。

名寄市立総合病院の精神科病床は、現在１６５

床となっているところでありますが、精神科医療

が入院中心から在宅、入院予防へと変化をしてい

る中で、入院実績や医師確保の観点から、今回の

改築工事にあわせまして病床数を５５床へと病棟

規模の縮小を行っていることから、病床数の変更

による本条例の改正をしようとするものでありま

す。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

熊谷吉正議員。
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〇１３番（熊谷吉正議員） もう既に精神科のベ

ッド数は改正をしようとする数字を上限にしなが

ら対応されていますから、実態の次に条例の改正

ということになるのですが、それはそれとして了

とするものなのですけれども、この機会に改めて

交付税への影響や病院経営全体にどういう変化が

あるのか、今までも議会の中ではいろいろ聞いて

はいましたけれども、条例改正を機に少し状況を

お知らせをいただきたいと思います。

それと、実態的には既に１６５ありながらも５

０前後ぐらいで推移をしているというふうに聞い

ていますので、実際に心を病む患者さん等のニー

ズというか、ベッド数との実際の患者数のニーズ

について、外来を中心に、あるいは在宅を中心に

という一つの流れにはなっていますが、ニーズが

しっかりこの改正をするベッドにマッチングして

いる状態なのかどうかお知らせをいただきたいと

思います。

あと、現在精神科関連の医療従事者数について、

今後どういう変化があるのかお知らせをいただき

たいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 松島病院事務部長。

〇市立総合病院事務部長（松島佳寿夫君） まず、

地方交付税への影響なのですけれども、精神科は

不採算部門ということでありまして、普通交付税

プラス特別交付税というのが措置されております。

２５年度の単価で申しますと、普通交付税が７１

万 ０００円で、特別交付税が１１５万円という

ことで、これが１１０床減りますので、特別交付

税はいわゆる２６年ですから、２７年から１億

６００万円余りが減って、普通交付税は改革プラ

ンにのせまして、５年間の猶予がありますので、

８００万円ということで、合わせますと５年後

からは２億円ちょっとが減るということになりま

す。

それから、今後の経営の見通しなのですけれど

も、精神科は御存じのように一般科に比べまして、

一般科は今平均入院単価が６万円ぐらいなのです

けれども、精神科は１万 ０００円台ぐらいで推

移しておりまして、なかなか精神科単独でここの

減った部分を賄うというのは困難な部分がござい

ます。今回診療報酬改定がさまざまな分野で出て

おりまして、今院内にチームを組みまして、でき

るだけそれに合った急性期、７対１の死守ですと

か、あるいは包括ケア病棟を目指すですとか、さ

らには精神科も地域移行の充実なんかのメニュー

が出てきておりますので、それらを含めまして院

内全体でここの部分は経営を賄っていこうという

ふうに考えております。

それから、２点目の患者ニーズの関係なのです

けれども、ここ数年入院の平均は５０人以内でお

さまっておりまして、大体４０台後半から５０以

内で推移しておりまして、基本的には５５床とい

う数字は一定程度賄えるというふうに判断してお

ります。

また、精神科の医療従事者の関係なのですけれ

ども、医師は常勤医師が２名、プラス出張医が来

ているのですけれども、院長も大学訪問の際には

プラス１名ということで要請はしているのですけ

れども、なかなか常勤３名体制にはまだ至ってい

ない状況でございます。今後地域、特に訪問看護

ですとか、デイケアですとか、そういった部分は

これから重要になってきますので、そこの部分の

スタッフについてはこれから増員も含めて院内で

検討していきたいと考えております。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） 後段のニーズと医療

従事者との関係、あるいは医師の数との関係など

を含めて、病院の完成を含めて環境はよくなるけ

れども、なかなか一般入院患者との点数も含めて

低いということでいくと、経営的には引き続き全

体でカバーしていかなければならぬということな

のですが、非常に昨今の患者の状況だとか、いろ

んな社会変化の中で、決して人が減っていくとい

う状況ではないのかなというふうに、潜在的には
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結構あるやに聞いていますし、ベッド数を縮小す

るときに若干言葉悪いですけれども、追い出し的

な、深川だとか、あちこちの病院で受け入れても

らったり、家庭に帰ったりということでは、当時

社会的にも少し話題になったような気がしますけ

れども、十分ニーズを受けとめるような医療体制

に一層御努力をお願いをしたいというふうに思っ

ておりますので、終わります。

〇議長（黒井 徹議員） ほかに質疑はございま

せんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 以上で質疑を終結いた

します。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第１２号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第１２号は原案のとおり可決され

ました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１６ 議案第１

３号 名寄市立総合病院食堂等使用料徴収条例の

一部改正についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第１３号 名寄市立

総合病院食堂等使用料徴収条例の一部改正につい

て、提案の理由を申し上げます。

今回改築をされました精神科病棟内のテナント

といたしまして、訪問看護ステーション、コンビ

ニエンスストアが新たに入居することに伴いまし

て、使用料及び徴収方法を定めるべく、本条例の

改正をしようとするものであります。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

竹中憲之議員。

〇８番（竹中憲之議員） １点だけちょっとお聞

きをしたいというふうに思います。

今説明では、新たに精神科病棟内にコンビニを

置くということで、図面を見たときにかなり広い

面積だなというふうには思っていましたけれども、

現状コンビニ入居していただくということになる

わけですけれども、中身的には通院患者だけでな

くて入院患者も使うという、利用するということ

になるのだろうと思うのです。そのときの中身と

してどのような品物が置かれるのか、あるいは営

業している時間帯の問題も含めて、わかる範囲で

ちょっとお知らせを願いたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 松島病院事務部長。

〇市立総合病院事務部長（松島佳寿夫君） まず、

品物につきましては、基本的にお酒だとかたばこ

は除きまして、日用品ですとか食事関係ですか、

それから入院患者さんへの対応といたしまして、

いわゆる今売店にも一部入院患者さんの幾つか、

おむつだとか置いていただいているのですけれど

も、そういうものも置いていただくようにお話は

しております。

時間帯につきましては、正確にはこれからなの

ですけれども、大体朝の７時ないしは７時半から

夕方７時、８時ぐらいまでということで、その時

間に合わせてエントランスコリドーの鍵もかけま

すので、それと合わせる時間で今調整をしている

ところでございます。

〇議長（黒井 徹議員） 竹中議員。

〇８番（竹中憲之議員） 本館にある売店、現在

の売店とも中身的に今回答いただいた中身でいき

ますと、入院患者さんの使用するものもというふ

うに言われました。結果的には、現状の売店とコ

ンビニエンスストアに置く商品もバッティングを
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するという形になるわけですけれども、両方にお

いてのメリットとか、そんなところの扱いはどの

ように考えているのか、ちょっとわかる範囲で、

あるいは頭の中で描いている範囲であればお聞か

せを願いたいというふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 松島病院事務部長。

〇市立総合病院事務部長（松島佳寿夫君） メリ

ットということで、なかなかちょっとすぐ浮かば

ないのですけれども、利用者さん、通院者、入院

者の皆さんについては当面どちらを利用されても

いいということになっておりまして、例えば売店

はどこの部分、コンビニはどこの部分という明確

なすみ分けは持っておりませんで、利用しやすい

ほうがというのですか、それは利用者さん、患者

さん等の選択になってくるのかなと思っています。

〇議長（黒井 徹議員） 竹中議員。

〇８番（竹中憲之議員） 入院患者さんの利用し

やすいほうにというふうに言われて、中身的に同

じ商品を扱うことによって、大量に仕入れすると

ころは安くなるわけで、そういった意味からする

と中にいる売店の方が高いというわけではないの

ですけれども、その辺の調整というのはどういう

ふうに考えているのか。中身的に、名寄ではない

のですが、あるところの売店の話を聞きますと、

かなり仕入れも高いので、どうしても置いてもほ

かで買ってきて、今外で買えるというところ結構

ありますから、そうすると品物を置かざるを得な

いけれども、回転が悪いという話も実は聞いたこ

とがあるのです。現状そうなってくると、一方で

回転が早くても一方で回転が悪いと。そういうこ

とになってくると、２つの売店が要るのかどうか

ということも私の頭の中にちょっとありまして、

そういうことも含めて今後の対策も一定程度進め

る中、総括をしながらということになるのかもし

れませんが、今後の扱いも含めてもう少し細かい

ところまできちっと分析をしたほうがいいのかな

というふうに思っていますので、もしこのことで

何かあればお聞かせ願いたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 松島病院事務部長。

〇市立総合病院事務部長（松島佳寿夫君） 商品

の価格というのは、仕入れですとか、いろんな状

況によって異なりますので、病院側が幾らにして

ほしいだとか云々というのはちょっとなかなか言

えないことだと思います。それで、御指摘の件に

つきましては、商品がダブるですとか、その部分

については当面５月からコンビニが入る予定です

ので、何カ月か様子を見て、今言ったような御指

摘の件も検討させていただきたいなと思っており

ますので、御理解をいただければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） ほかに質疑はございま

せんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 以上で質疑を終結いた

します。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第１３号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第１３号は原案のとおり可決され

ました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１７ 議案第１

４号 名寄市公設地方卸売市場条例の廃止につい

てを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第１４号 名寄市公

設地方卸売市場条例の廃止について、提案の理由

を申し上げます。

昨年８月末の丸鱗名寄魚菜卸売市場株式会社の

準自己破産により、９月１日から公設地方卸売市
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場が休止の状態となりました。その後、後任の使

用者を探すべく北海道市場協会加盟業者等とも協

議を重ねてまいりましたが、市場を取り巻く環境

が非常に厳しく、市場再開に至る合意を得ること

ができませんでした。公設地方卸売市場を再開す

るためには、北海道地方卸売市場条例に基づく指

定卸売業者を市場施設使用者として指定をしなけ

ればならず、現在のところ該当業者が見つからな

い状態であり、公設地方卸売市場が休止してから

６カ月経過をし、再開のめどが立っていないとこ

ろであります。つきましては、北海道地方卸売市

場条例第６条に基づき地方卸売市場廃止届を提出

するため、名寄市公設地方卸売市場条例を廃止す

るものであります。

なお、名寄市公設地方卸売市場条例に基づく名

寄市特別会計条例に定めている名寄市公設地方卸

売市場特別会計につきましては、本条例の公布と

同時に廃止をする名寄市特別会計条例及び名寄市

職員定数条例の一部改正を行い、経過措置として

平成２７年３月３１日までの間の償還金等の返済

に係る支払い区分を明確化するため、本条例を根

拠とした名寄市公設地方卸売市場特別会計を継続

して設けようとするものであります。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

奥村英俊議員。

〇２番（奥村英俊議員） 今市長から説明があり

ましたけれども、市場条例の廃止、それから特別

会計も廃止するということだったというふうに思

います。事業がなくなって条例も廃止するという

ことであれば、あそこの施設については普通財産

に所管がえになっていくということでしょうから、

今後一般会計で処理するというふうになるのでな

いかというふうに考えますけれども、特別会計を

一旦廃止をするのですけれども、同じ名前でまた

特別会計を２７年３月３１日まで設けるというこ

とについて、少しというか、わかりづらいので、

それについてなぜそうする必要があるのかも含め

て詳しく説明をしていただければと思いますけれ

ども。

〇議長（黒井 徹議員） 扇谷総務部長。

〇総務部長（扇谷茂幸君） 今回本来の事業運営

がなされなくなったという状況がございまして、

この間北海道との協議も踏まえまして、市場条例

を廃止をするということとなったということであ

りますけれども、今市長のほうから提案理由をさ

せていただきましたけれども、施設における起債

償還の処理がまだ残っているということがござい

まして、また当面の維持管理に係る経費も計上が

必要という判断もありまして、そうした処理が終

了する、いわゆる経過措置の期間を設けないとい

けないということが１つありまして、そのために

は一定程度お金の出し入れがあるわけですから、

支払い区分の明確化、それから透明化が必要と。

そういったことを図るためにも今回の措置が必要

と判断をしたということであります。

これまでの市場条例、それから市場特別会計に

つきましては、市場法、それから北海道地方卸売

市場条例に根拠を置くものでありますから、結果、

その任を失っているということで、これは根拠を

失ったので、現状の条例につきましては廃止をさ

せていただくということが１つ。しかし、今申し

上げましたとおり経過措置における対応でお金の

出し入れ、当然出てくるということでありますか

ら、ここのところは透明性の確保を含めて、これ

は自治法で規定をされております義務規定という

のがありまして、この中で特別会計の設置に係る

ものについては条例によるというふうにされてお

りますので、改めまして義務規定によるところの

特別会計を設置をするということで、経過措置含

めて今回の廃止条例に根拠を持たすことがより明

確、いわゆる支払い区分の明確化と透明性に係る

ということで、特別会計を設けさせていただくと

いうことであります。
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〇議長（黒井 徹議員） 奥村議員。

〇２番（奥村英俊議員） 今今後の取り扱いの中

での支払い区分の明確化をしていくということで、

改めて特別会計をということでの説明だったとい

うふうに思いますけれども、今のお話の中にも出

し入れということでの話がありました。そこの事

業が終わったということでいえば、出すほうは維

持管理も含めてあるのかというふうに思いますけ

れども、出し入れの入れというのは何か。先ほど

償還金もということ、それは出すほうだというふ

うに思いますけれども、その辺それぞれ想定され

ている歳入、それから歳出の関係、それを取り扱

うための特別会計だということでしょうから、そ

の辺を想定されているもの何か少し教えていただ

きたいというふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 扇谷総務部長。

〇総務部長（扇谷茂幸君） 済みません。ちょっ

と言葉が間違っておりまして、今回の提案にあり

ますとおりあくまでも支出に係る特別会計を新た

に設置をするということであります。

〇議長（黒井 徹議員） 奥村議員。

〇２番（奥村英俊議員） 支出に係るということ、

会計上はそうなると出すほうばかりの会計ですよ

ということになってしまいますか。当然支出に対

する歳入があってということだというふうに逆に

思いますから、そういう意味での歳入、例えば一

般会計の繰り入れなのか、そういうことかなとい

うふうには思いながらちょっと聞いていましたけ

れども、それはそうではなくてただ出すためとい

うことですか。

〇議長（黒井 徹議員） 扇谷総務部長。

〇総務部長（扇谷茂幸君） あくまでも目的を持

った特別会計という意味でありまして、その中に

起債もありますけれども、償還金、それから施設

の維持等に係る点検費用なり光熱水費ということ

でありまして、あくまでも自治法による目的を持

った特別会計を新たに設置をさせて、支出区分に

係る明確化を図るという趣旨で特別会計を設けさ

せていただくということであります。

（何事か呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 扇谷総務部長。

〇総務部長（扇谷茂幸君） 歳入については、あ

くまでもかかる経費につきましては一般会計から

の繰り入れがあるということでございます。

〇議長（黒井 徹議員） ほかに質疑はございま

せんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 以上で質疑を終結いた

します。

議案第１４号は、経済建設常任委員会に付託を

いたします。

ただいま経済建設常任委員会に付託いたしまし

た議案第１４号については、３月３日までに審査

を終了するよう期限をつけることにいたしたいと

思います。御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

議案第１４号については、３月３日までに審査

を終了するよう期限をつけることに決定いたしま

した。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１８ 議案第１

５号 北海道市町村職員退職手当組合規約の変更

についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第１５号 北海道市

町村職員退職手当組合規約の変更について、提案

の理由を申し上げます。

本件は、名寄市も組織団体となっている北海道

市町村職員退職手当組合の組織団体である上川中

部消防組合及び伊達・壮瞥学校給食組合が解散脱

退することに伴い、北海道市町村職員退職手当組

合規約別表の変更について協議をするため、地方

自治法第２８６条及び２９０条に基づいて議会の

議決を求めるものであります。
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よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第１５号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第１５号は原案のとおり可決され

ました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１９ 議案第１

６号 名寄地区障害程度区分認定審査会共同設置

規約の変更についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第１６号 名寄地区

障害程度区分認定審査会共同設置規約の変更につ

いて、提案の理由を申し上げます。

本件は、地域社会における共生の実現に向けて

新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律

の整備に関する法律の施行により、名寄地区障害

程度区分認定審査会共同設置規約の一部を変更し

ようとするものであります。

変更の内容といたしましては、法律の施行によ

り障害程度区分が障害支援区分に変更されること

から、所要の条文整理等を行い、地方自治法第２

５２条の７第３項において準用する同法第２５２

条の２第３項の規定により議会の議決を要するた

め提案するものであります。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第１６号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第１６号は原案のとおり可決され

ました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第２０ 議案第１

７号 平成２５年度名寄市一般会計補正予算（第

７号）を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第１７号 平成２５

年度名寄市一般会計補正予算について、提案の理

由を申し上げます。

今回の補正は、年度末に当たり事業の確定に伴

う事業費や人件費などの調整が主なものでありま

して、歳入歳出それぞれ ５５０万円を減額して、

予算総額を２０３億 ７２１万 ０００円にしよ

うとするものであります。

補正の主なものを歳出から申し上げます。２款

総務費におきまして一般管理事業費のうち備荒資

金組合超過納付負担金１億円の追加は、今後見込

まれる地方交付税の合併算定がえの終了、公債費

対策、公共施設の老朽化対策など将来の安定的な

財政運営に備え負担金の超過納付を行おうとする

ものであります。同じく２款総務費におきまして

基金積立金のうち公共施設整備基金積立金１億９
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１万円の追加は、公共施設の老朽化に備え積み立

てを行おうとするものであります。

４款衛生費におきまして病院事業会計繰出金

７２０万 ０００円の追加は、名寄市立総合病院

に係る交付税の算定において精神科などの不採算

部門の単価アップがあったこと、また基礎年金拠

出金に要する経費の算定があったことなどから、

繰出金を増額しようとするものであります。同じ

く４款衛生費におきまして病院運営事業費で備荒

資金組合超過納付負担金（東病院分）で ６４１

万円の追加は、名寄東病院における将来の安定的

な病院運営に備え負担金の超過納付を行おうとす

るものであります。

６款農林業費におきまして林業・木材産業構造

改革事業費で木材加工流通施設整備補助金 ４２

０万円の追加は、上川北部森林組合で実施をする

木材加工施設、チップ工場の整備に対し補助しよ

うとするもので、財源として道補助金と起債を充

当しているものであります。

８款土木費におきまして公営住宅環境整備事業

費のうち風舞団地改修工事１億 ０００万円の追

加は、国の補正予算により平成２５年度に前倒し

をして実施をし、円滑な着工と改修を実施をしよ

うとするものであります。

１０款教育費におきまして小学校維持管理事業

費のうち備品購入費８００万円の追加は、名寄市

立豊西小学校のボイラー故障に伴い、緊急にスト

ーブ、燃料タンクなど２１台分の購入に要した事

業費を計上しようとするものであります。

同じく１０款教育費におきまして大学一般行政

経費のうち備荒資金組合超過納付負担金 ０００

万円の追加は、将来の大学運営のうち主に大学図

書館整備に係る財政負担の軽減に備え、負担金の

超過納付を行おうとするものであります。同じく

１０款教育費におきまして大学振興基金積立金

９９８万 ０００円の追加は、将来の大学整備や

維持管理経費等の増大に備え基金を積み立てよう

とするものであります。

次に、歳入について申し上げます。各事業費の

追加及び確定に伴う国庫支出金、道支出金、市債

などの特定財源の調整を行ったほか、１月末の収

納状況等から判断をして市税、使用料及び手数料

などで必要な調整を行いました。

１１款地方交付税におきまして普通交付税１億

６５３万円の追加は、平成２５年７月本算定で

の決定額に合わせて予算を計上しようとするもの

であります。

１９款繰入金では、財政調整基金の繰入金を減

額をし、収支の調整を図ろうとするものでありま

す。

次に、第２表、継続費補正につきましては、

（仮称）市民ホール整備事業の平成２６年度分の

予算を変更しようとするものであります。

次に、第３表、債務負担行為補正につきまして

は、設備資金利子補給補助金ほか５件の追加をし、

散水車購入事業の廃止をしようとするものであり

ます。

次に、第４表、地方債補正につきましては、林

業振興施設等整備事業ほか１件の追加をし、また

事業費の確定に伴い町内会活動支援事業ほか２９

件の変更をしようとするものであります。

次に、第５表、繰越明許費につきましては、年

度内に完了しない議会運営事業費ほか２件を繰り

越ししようとするものであります。

以上、補正の概要について申し上げましたが、

細部につきましては総務部長より説明をさせます

ので、よろしく御審議くださいますようお願いを

申し上げます。

（「議長、議事進行」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 議事は進行しておりま

す。

補足説明を扇谷総務部長。

〇総務部長（扇谷茂幸君） それでは、一般会計

の補正予算につきまして市長より申し上げた分の

重複を避けて補足説明をさせていただきます。

初めに、歳出から説明をさせていただきます。
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議案第１７号の３０ページから３１ページをお開

きください。２款総務費、１項８目企画振興費で

日本ハムファイターズ応援大使事業費６３万 ０

００円の追加は、北海道日本ハムファイターズに

よる北海道１７９市町村応援大使で、稲葉選手と

村田選手が名寄市の応援大使に決定したことに伴

い、看板制作費などの経費を計上しようとするも

のであります。

３８ページから３９ページをお開きください。

３款民生費、１項７目障害者福祉費で介護給付事

業費のうち障害介護給付費 ５９０万円の追加は、

制度改正により主に就労継続支援や共同生活援助

に対する給付費の増によるものであります。

６０ページから６１ページをお開きください。

１０款教育費、１項２目事務局費で名寄市教育振

興事業補助金２５０万円の追加は、本年度のスポ

ーツ少年団や部活動の遠征増に伴い、係る補助金

を追加しようとするものであります。財源としま

して同額を教育振興基金繰入金を充当しようとす

るものであります。

６６ページから６７ページをお開きください。

同じく１０款教育費、５項４目、大学費での図書

館費におきます図書整備事業費３０万円の追加は、

このほど寄附をいただきました同額の３０万円を

財源として図書の購入をしようとするものであり

ます。

７０ページから７１ページをお開きください。

同じく１０款教育費、６項６目図書館費で図書館

資料整備事業費３０万円の追加は、大学図書館費

と同様に寄附をいただきました３０万円を財源と

しまして、図書の購入をしようとするものであり

ます。

７４ページから７５ページをお開きください。

同じく１０款教育費、７項３目給食センター費で

給食センター維持管理事業費のうち需用費３１６

万 ０００円の追加は、主に給食の残滓を粉砕処

理する設備の修繕を２９９万 ０００円で実施し

ようとするものであります。

次に、歳入について申し上げます。２０ページ

から２１ページをお開きください。１８款寄附金

３５４万円の追加は、既に予算化したものを除き

２月５日までに寄附採納した一般寄附金、ふるさ

と納税寄附金等を予算計上するもので、寄附者の

意向に沿い地域振興基金に２５３万 ０００円、

地域福祉基金に７万 ０００円を積み立てるほか、

歳出で申し上げました図書購入の財源などとして

充当しようとするものであります。

以上、補足説明とさせていただきます。よろし

く御審議くださいますようお願いを申し上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

日根野正敏議員。

〇１５番（日根野正敏議員） ただいま上程され

ました議案第１７号 平成２５年度名寄市一般会

計補正予算にかかわり、本日正誤表が配付されま

したが、６ページ、第３表、債務負担行為補正、

１、追加に掲載され、さきの議会運営委員会でも

説明がされました消費税対策地域商品券発行事業

補助金がなよろ地域商品券販売事業補助金の誤り

となっておりますが、主目的の変更が含まれてお

り、正誤の範囲を超えていると思われます。議長

において精査をお願いいたしたいというふうに思

います。

〇議長（黒井 徹議員） 私に求められているの

ですか。執行者側から変更申し入れがありました

ので、私は許可をいたしました。理事者に答弁を

求めているのですか。

〇１５番（日根野正敏議員） いいえ、議長の精

査をお願いします。

〇議長（黒井 徹議員） だから、私は許可をし

ましたと。

ほかに質疑があれば受けたいというふうに思い

ます。

熊谷吉正議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） 議長は、この場は議

長とのやりとりも別に避けるものではないですけ
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れども、正誤表、きょう机の上に載っかって、い

わゆる債務負担行為のタイトルが変わったのか、

内容が変わったのかというのが全く今の説明でも

聞き取れないわけでありますから、議長の判断が

適正かどうかということについてしっかり議会運

営委員会、休憩とって検討していただくことがよ

りベターではないかというふうに考えていますか

ら、議長が判断をしたという理由そのものを強弁

されるのなら、お聞かせをいただきたいなと思う

のです。

（何事か呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） わかりました。

暫時休憩いたします。

休憩 午後 ２時０１分

再開 午後 ２時０４分

〇議長（黒井 徹議員） 再開をいたします。

当然私は許可をしているのですけれども、今ま

での正誤表を配付するときにはそれぞれの会派に

正誤の理由を説明するというふうに、説明したと

いうふうに私は思っていましたけれども、今の内

容でいくと一部説明をしていないところがあった

というふうに聞きましたので、その内容について

担当のほうから変更の内容と説明不足について答

弁をいただきたいというふうに思いますので、よ

ろしいでしょうか。

常本営業戦略室長。

〇営業戦略室長（常本史之君） ただいまの御質

問にお答えいたしたいと思います。

（何事か呼ぶ者あり）

〇営業戦略室長（常本史之君） ごめんなさい。

本日朝に正誤表のほうを配らせていただきまして、

全員の方がおられなかった会派もございましたけ

れども、おられなかったところには後ほどまた回

りまして説明させていただいたのですが、時間の

関係上間に合わなかった部分もあったかというふ

うに思います。改めましてこの名称の変更につい

て説明を申し上げたいと思います。

消費税対策地域商品券発行事業補助金というこ

とで提案をさせていただいておりましたが、これ

につきましては消費税対策ということで誤解を招

く可能性があるというお話もございまして、基本

的にはこの事業については、消費税の増税といっ

たことが４月からあるわけですけれども、それの

ほかに依然としてこの地域の経済状況というのは

厳しいという部分もございまして、そういった部

分で消費を消費刺激策ということで、個人消費を

喚起をするという一面もあるというふうに考えて

おります。そういう意味で地域経済の活性化と市

民の経済的負担の軽減を図るためにもこの事業に

取り組むということで、名称もなよろ地域商品券

販売事業補助金ということで今回御提案を申し上

げるものでございますので、どうぞよろしくお願

いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） ただいま正誤の名称変

更についての説明がございました。

全般にもかかわりますけれども、質疑を受けた

いというふうに思います。御発言ございませんか。

日根野正敏議員。

〇１５番（日根野正敏議員） 今の関係、債務負

担行為……

（何事か呼ぶ者あり）

〇１５番（日根野正敏議員） これは、全体の質

疑ということで議長は発言を許したということで

よろしいでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 全体。補正に関する全

体です。

〇１５番（日根野正敏議員） 今の債務負担行為

の消費税対策からなよろ地域商品券へ事業名変わ

ったということで、名称の変更の理由については

誤解を招くというような話もあったのですけれど

も、その意味合いについてもちょっとどういうふ

うに誤解を招くのか教えてほしいと思います。

それから、この対策については、消費者庁の関

係の国の方針では消費税云々という文言を出して

はいけないというような話で、恐らくそういうこ
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とから名称が変わったのかどうかもお伺いしたい

のと、またこれは補助事業なのかどうかも教えて

いただきたいというふうに思います。

それから、商工会議所あるいは風連商工会から

の事業だということだということでありますけれ

ども、それらに対する事業内容について、もし概

略でわかれば全体的な事業概要を教えてほしいと

いうふうに思います。

４月１日で債務負担行為で急ぐ理由という部分

をお伺いしたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 常本営業戦略室長。

〇営業戦略室長（常本史之君） まず、１点目の

誤解を招く部分ということでございますけれども、

これにつきましては消費者庁といいますか、国の

ほうで消費税転嫁対策特別措置法というのがござ

いまして、その部分で正式には回答はいただいて

いませんけれども、場合によってはこの消費税対

策といった文言を使ったことが抵触するといいま

すか、そういう部分も可能性もあるということで、

今回商品券事業の名称を変えさせていただいたと

いうことであります。

それと、２点目の補助事業であるかどうかとい

うことですけれども、補助事業として対応させて

いただきます。

そして、事業内容でありますが、事業内容につ

きましては実施主体が名寄販売促進事業実行委員

会ということで、これは名寄商工会議所と風連商

工会議所の合同事業として実施をされるものであ

ります。事業内容として、商品券ですが、 ００

０円券を１１枚、額面１万 ０００円を１セット

として１万円で発売をするということでございま

す。販売目標額としては１億円ということで、１

万セットの販売ということで、チラシを全戸配布

をして１人５セットまでの購入ということと聞い

ております。販売期間は、４月１日から完売まで

ということでございます。使用期間につきまして

は、平成２６年４月１日から２６年９月２８日ま

で、参加見込み店舗数については市内の大型店を

含む１８０店舗を見込んでいるということでござ

います。そのほかこの事業に付随をした取り組み

ということで、今の段階ではまだ具体的になって

おりませんけれども、各お店のほうでそれぞれの

独自の企画事業を今呼びかけているということを

お聞きをしております。内容としてはそんな事業

概要であります。

以上でございます。

（何事か呼ぶ者あり）

〇営業戦略室長（常本史之君） ４月１日から事

業をやるということでありますけれども、消費税

が４月１日から税率が上がるということで、当然

３月までの駆け込み需要というのが予想されてお

ります。そういった中で増税後の需要の落ち込み

というものも懸念をされておりますけれども、そ

ういったものも含めて消費者の消費喚起を促すよ

うな対策ということで、切れ間なくやっていきた

いというような考え方で実施をするということで

お聞きをしております。

以上でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 日根野議員。

〇１５番（日根野正敏議員） ちょっと舌足らず

だったのですけれども、補助事業というのは国の

補助事業に乗っかっているのかどうかということ

と、それから消費者庁では消費税分の、それは表

示がだめなのか、内容がだめなのか、私も詳しく

は調べては……判断難しいところなのですけれど

も、そういう部分において４月１日からこういっ

た行政が消費税対策というふうにとられる可能性

が大きいのではないかなという気がするのです。

国のほうではスムーズな転嫁ということでなって

いるのですけれども、それに対する還元セールだ

とかいうのは禁止になっているというか、文言が

だめなのか、だけれどもこれは実際中身的には還

元セールというか、消費税対策ということで始ま

ったことだと思うのですけれども、その辺の国の

判断で、今後完全に大丈夫なのかどうかという部

分で、その辺の判断の見解をお伺いします。
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〇議長（黒井 徹議員） 常本営業戦略室長。

〇営業戦略室長（常本史之君） まず、補助事業

でありますけれども、これは市の補助事業として

実施をするというものであります。

それと、表示の関係でありますけれども、これ

につきましては商品券自体にそういった消費税増

税分を還元するだとか、そういった部分の表示に

ついては当然できないということはお聞きをして

ございます。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤靖議員。

〇９番（佐藤 靖議員） 今回の地域商品券事業、

これ別に悪いとは言っていないのです。心配して

いるのは、４月１日に発行することがさっき誤解

を招くという表現がありましたけれども、消費税

対策ということで４月１日に発行するという。当

然ながら商工会議所の申し入れもそれを見通した

市からの助成をお願いしたいという申し入れであ

りましたので、全体の流れは消費税対策なのです。

幾ら誤解を招くからと名前を変えても消費税対策

なのです。これが４月１日ではなくてほかの時期

にずれ込むのなら、要するに市内経済を活性化し

たいという市の施策として独自に商工会議所に支

援するというのはおかしいことではないのです。

それはなぜおかしいかというと、さっき日根野議

員も言っていましたけれども、平成２６年度国か

ら出ている予算編成の基本方針、あるいは平成２

６年地方財政の見通し、予算編成上の留意事項な

どについて総務省から出ている文書、これについ

ても消費税のことは書いてあるのです。要するに

スムーズな転嫁をさせなさいと。それに対する対

策を講じてはだめですよと。市からの補助金と言

ったけれども、市からの補助金というのは単費で

す。国からの補助金はなくて市が ０００万円出

すということ、一般財源、一財から。それを補助

金とは、市からは補助金だけれども、市から出す

のは単費です。単費が何で国から来る補助金がな

くて、市からの単費になるかといったら、消費税

対策ととられるからです。それを心配しているの

です。だから、今回全国的に消費税の増税をスム

ーズにいかすということで、これは「消費税の円

滑かつ適正な転嫁のために」というカラーパンフ

レットも出て、この中で転嫁を阻害する表示の是

正というのがあって、消費税転嫁対策特別措置法

では、あたかも消費者が消費税を負担していない、

または軽減されているような誤認を消費者に与え

ないようにする。プレミアム商品券あるいはこう

いう商品券を４月１日に発行するということは、

あたかも消費税が転嫁されていないように思わせ

ることに当たるのでないのとこれでは言っている

のです。それを市が率先して ０００万円出して

いいのかと。私は、そこは非常に微妙なというか、

危ないという感じがする。幾ら名称を変えたって

趣旨は変わらないのだ。それは、常本室長おっし

ゃるとおり、さっき事前の説明と何の趣旨も変わ

っていない。４月１日発行する。取り組みは悪く

ないです。方向性は悪くないです。こういうふう

に債務負担行為で４月１日にやるということがこ

れにひっかかるのではないですかと。今回は総務

省、このパンフレットは内閣官房、内閣府、公正

取引委員会、消費者庁、財務省、総務省、それぞ

れがみんな一緒になって転嫁をスムーズにさせよ

うというふうにやっている取り組みです。それに

名寄市は、４月１日に当市はここでいえば消費税

対策 ０００万円出す。インターネットで少し調

べていただければわかると思いますが、ヒットし

ないのです、４月１日行政支援で消費税って。１

つ、鎌倉市だけ。鎌倉市は、４月１日に第２回目

のプレミアム商品券出す。これは、２５年と２６

年度に３回やるといううちの２回目です。１回目

は去年やっている。２回目がたまたま４月１日に

ぶつかって、３回目まであって、これは市から上

乗せ分を補助している。ほかのまちでは６月、秋

にやったり、ことしの１月にやったり、４月１日

はみんな外しているのです、危ないから。ところ

が、うちのまちは４月１日で発行するというもの

に債務負担行為を発生させてやると。その事業の



－37－

平成２６年２月２６日（水曜日）第１回３月定例会・第１号

取り組みがどうのこうのというのは、これから予

算委員会の中で審査できると思うのですけれども、

方向性は間違っていないけれども、４月１日にや

るための債務負担行為というのは、私はこれちょ

っと危ないというか、考え物だと思うのですけれ

ども、改めて見解をお伺いしたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 常本営業戦略室長。

〇営業戦略室長（常本史之君） 確かに私もいろ

いろ調べさせていただきましたけれども、鎌倉市

もこの４月にやるということで見ておりました。

道内ではまだないようでありますけれども、いず

れにいたしましても私どもとしては先ほども申し

上げましたとおりこの地域の経済活性化という部

分では非常に必要な事業であるというふうに思っ

ておりますし、私も消費者庁のほうには一度電話

でお聞きをいたしまして、この部分についてはそ

のような否定的な話ではなかったというふうに考

えておりますので、私どもとしてはこの事業を進

めてまいりたいというふうに考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇９番（佐藤 靖議員） それでは、何で誤解を

招くというふうに、名称変えるのですか。そこま

で自信持ったのでしょう。そのまま消費税対策で

出せばいいではないですか。だけれども、誤解を

招くからと変えたのでしょう、名前を。この誤解

を招くというのは、危ないということでしょう。

ひょっとしたらひっかかるかもしれないというこ

とでしょう。だから、方向性は全然悪くない。名

寄の今の少子高齢化の中、あるいは過疎化の中で

消費がこれだけ、アベノミクスもなかなか名寄ま

で響いてこない。もうちょっとやっぱり商店街を

含めて活性化させたい、力を上げたい、そういう

ときに商工会議所なり商工会がやろうということ

に行政が支援するというのは全然悪いことではな

い。問題は時期なのです。４月１日というのと既

にここに消費税対策とうたうことなのです。だか

ら、極端でないけれども、４月１日と言わないで

４月頭とか上旬とか下旬ならいいのかもしれない

です。４月１日と言ったら消費税ということにな

るから、５％から８％、次には１０％が控えるの

ですから。この間の２年間の中でどうやって景気

を維持していくか、市内の経済を維持していくか、

もっと消費が高まるように取り組んで、通算でい

くのだという意識がこれがスタートという、ある

いはその前にスタートというのならわかります。

だから、債務負担行為だから、それは４月１日と

言ってしまったらアウトなのです。そこが大丈夫

かという……

（何事か呼ぶ者あり）

〇９番（佐藤 靖議員） 大丈夫。いや、私一番

心配しているのは、市民ホールの３分の１、３分

の２の議論もそうです。そうしないと補助金が出

ないといって議会の場で言ったのです。その後に

道新さんが調べてみたら、そんなこと言っていな

いから大丈夫だと。この前は、市場ので２年間大

丈夫だと言ったのです。道がそうやって言いまし

たと。調べて見たら、法的根拠がないので、だめ

ですと。だから、これは大丈夫ですかと。自信持

っているのなら、大丈夫と言ってください。私は、

４月１日やっても大丈夫だと思う、それだったら

そういう判断をさせていただきますけれども、そ

の点はいかがですか。

〇議長（黒井 徹議員） 佐々木副市長。

〇副市長（佐々木雅之君） 常本室長が消費者庁

のほうに照会をしたということであります。総務

省、それから消費者庁も含めて、禁止している分

につきましては消費税率８％の還元とかというこ

とを明確にうたったものについてはアウトです。

ただし、新生活応援セールであるとかということ

については特に問題なしということであります。

今回の問題につきましては、国の低所得者対策の

関係で臨時福祉給付金と、それから子育て世代に

対する給付金の関係につきましても２５年度の所

得の確定をもって２６年の住民税の均等割の非課

税世帯について１万円なり１万 ０００円なり、

それから児童手当については１万円という形で国
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のほうから交付をされて、これにつきましては消

費税の負担軽減をするということもありますけれ

ども、ただ一方では公共工事だけに頼らない消費

者に対する一部手当てということで、低所得者に

限定はしていますけれども、そういう対策を打た

れようとしています。先ほどの消費税対策という

問題につきましては、こちらのほうで考えたのは

消費税還元対策というふうに疑念を持たれるとい

うことにつきましては、国の政策に転嫁すべしと

いう政策に対して名寄市は１２月に議会で議決い

ただきまして、今回も一部議決いただきましたけ

れども、消費税を転嫁するという形で進めてまい

りました。そういう中で過去に地域振興券という

形で地域内における消費の拡大、それから商店街

の振興も含めて名寄地区、風連地区の商工会、商

店街もあわせてこれら共同でするような事業も含

めて取り組んできましたので、今佐藤議員おっし

ゃる４月１日から消費税が始まるときにがっちり

ぶつかるということについてどうなのかというこ

とにつきましては、事業をする委員会のほうとも

ちょっと協議が必要かと思いますけれども、趣旨

としては公共事業だけではなくて、消費者の皆さ

ん方に消費税負担の軽減も含めて、８％ではなく

て１０％のプレミアムというのはこれまでも地域

商品券の中で取り組んできた内容でもあります。

この辺につきましては、準備期間も含めて、４月

というのは小中学校の入学も含めて何かと年の初

めについては物入りのときに、そこに合わせて消

費を喚起する、促すと、そういう部分の考え方で

ありますので、現在の調査している中身につきま

しては、特に８％のプレミアをつけて消費税還元

セールという形をとっておりませんので、それよ

りも１０％も含めて消費の喚起を促すということ

で対応しておりますので、これについては特に禁

止行為で法に触れるものではないと思っています。

参考までに京都府におきましても４月から実施

をしたいというような、商品券を配るということ

についても検討されているということで聞いてお

りますので、４月１日ぴったりということが消費

税に対して転嫁をしないという意思表示になるか

どうかについてはちょっと意見が分かれるのでは

ないかなというふうに考えておりますので、この

辺につきましては議員の心配される分についても

当然理解できることでありまして、この辺につい

てしっかり精査をして、とりあえずはこの予算を

認めていただいた段階につきましては３月から準

備行為を始めて、市民の皆さん方に周知をすると

いう、そういうことも含めまして、予算につきま

しては２６年度予算、それを周知活動を始めるた

めに２５年の、２６年３月の議会で債務負担行為

の設定をお願いしている状況でありますので、こ

の辺については趣旨を十分御理解いただいて御審

議をお願いしたいなというふうに思っています。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇９番（佐藤 靖議員） 何回も言いますけれど

も、この商品券を出すことを悪いとは一言も言っ

ていません。ただ、先ほどのパンフレットあるい

は予算の留意、あるいは基本方針もそうでありま

す。それとか２月１７日に出たものもそうであり

ますけれども、これは総務省から出たものですけ

れども、消費税率。行政側がそういう姿勢を持つ

という書き方は一つもないのです。確かに名寄市

議会、名寄市としても、議会としても１２月には

各使用料の消費税増税分をちゃんとオンをしてい

るから、円滑な運営をしてきていると。行政は、

まさかそんなことしないよねというのが前提。た

だ、事業はあり得るかもしれないから、監視とＰ

Ｒと、それはしっかりしてくださいよというのが

この通達にかかっている。ずっとそういうふうに

書かれていることなのです。ところが、うちの場

合は４月１日にやろうということに対して ００

０万円出すということだから、これは危ないので

はないですかと。しかも、消費税対策、名称変更

したとはいえ。だから、今副市長がおっしゃった

ように、開始時期を本当に慎重に考えたほうが、

危ないことはやっぱりしないほうがいいし、かつ
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消費税対策というか、増税の中で市民負担を含め

て考えたときにいろんな施策を講じるというのは

必要なことであるし、それが４月１日、導入のス

タートの日を目指してとやると消費税対策という

ふうにとられる。だから、それでもやるのだとい

うのなら、しっかり自信を持ってやってください。

そのかわりその後の責任も含めてしっかり持って

いただくことをお願いして終わりたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 川村幸栄議員。

〇１番（川村幸栄議員） 関連して御質問したい

と思います。

私も確かに経済も厳しい中、地域経済の活性化

に向けて商品券の事業に取り組むということに反

対するものではありませんが、今回行政報告の中

でもありました。商工業の振興の中で上川北部地

域の景況感は横ばい、また消費動向も上昇傾向に

あることから、やや上昇と。こういう報告をされ

ているという中で、４月１日からこの事業に取り

組むというのはいかがなのかというふうに思うわ

けです。しかし、この補正予算の中の５３ページ

の中小企業経営等融資事業費の中の新規開業資金

預託金の中では ０００万円ずつの予算がついて

いたところ、 ０００万円ほどしか使われていな

かった。新規開業ができなかったというようなこ

とですから、やっぱりこの地域の経済は厳しいと

いうことなのだというふうに思うのです。このと

ころをやっぱりきちっと表明する必要があるかな

というふうに思います。

また、市民の暮らしを守るということで、１０

％のプレミアということでした。ただ、今の御報

告伺いますと１万セットということです。市の世

帯数でいうと１万四千何がしの世帯がある中で、

皆さんの中にくまなく利用していただけるのかど

うか。やはりこの経済厳しい中で、消費税が上が

る中で負担が大きくなるというところら辺でどの

ようにお考えなのか。

また、今回副市長のほうから４月１日から発行

するということでの事前の周知も含めて債務負担

行為を行ったという御説明がありましたけれども、

報告の中でこういった報告をしている中で、やは

り３カ月、半年、様子を見てから実施でもよかっ

たのではないかというふうに考えているのですが、

御説明をいただければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 常本営業戦略室長。

〇営業戦略室長（常本史之君） ただいま川村議

員のほうからこの地域の経済状況も含めてお話が

ございましたけれども、やはり先ほど行政報告の

中でもさせていただいたとおりの調査期間でのそ

ういった状況でありますけれども、実感としては

そういった実感がなかなか持てないような状況に

あるというふうに考えております。そういった中

でこの事業に取り組んで、少しでも地域経済の活

性化といいますか、そういった部分に貢献できる

事業となるのであれば、私どもとしても当然支援

をするということで判断をさせていただいたとこ

ろであります。

また、１万セットの販売ということで、１人５

セットまでということに実行委員会のほうでは決

めておりますので、この部分についてはそちらの

実施主体側と協議の中でもっと広くということも

可能であるというふうに考えておりますので、こ

れ実行委員会のほうも始まったばかりでありまし

て、内容についてはまだ詰められる部分というの

があると思いますので、私どものほうからもそう

いった部分についてはお話をさせていただきたい

というふうに考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇１番（川村幸栄議員） 市民の中には、報道で

知った方々からやっぱり市の ０００万円の補助

といったところら辺では、商工会等から要望が出

されて補助を出しているというようなことでは巨

額というふうな受けとめもあります。そんな中で

私たちのところまでそれが回ってくるのだろうか

という思いもある中ですので、事業の内容これか

らということでしたけれども、やはり ０００万

円のお金を使った、市民の暮らしに還元できた、
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有効に使われたというふうな事業になってくるこ

とを望んでいるところであります。その部分につ

いてお答えいただいて、終わりたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 常本営業戦略室長。

〇営業戦略室長（常本史之君） 市のほうからの

０００万円の補助ということで、この事業とし

て対応させていただくわけでありますけれども、

当然実施主体側にはこの地域商品券、単なる地域

商品券の事業ではなくて、それぞれの個店あるい

は商店街でもあわせてもいろんな取り組みをして

いただいて、そういった事業に取り組んでいただ

く。そういった相乗効果によって地域経済も潤っ

てくるというようなふうに考えておりますので、

また大型店なども含めた実施となっておりますの

で、そういったところに対抗するわけではありま

せんけれども、なるべく地元の商店のほうにお金

が落ちるような、そういうやり方というのを考え

ていただきたいというふうに私どものほうとして

も申し入れをしておりますし、当然有効な事業と

して、私どもとしてはやれるというふうに判断を

した中でのこの対応でございますので、御理解を

いただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷吉正議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） 議長にもう一度お伺

いしますけれども、それとあと本体予算の中にも

これは既に計上されているのですね、商工費か何

かで。入っているのですね。中身については、ま

たそちらのほうでしっかり審議もさせていただく。

佐藤靖議員が言ったように、方向性的には何ら否

定するものではありませんけれども、私もこだわ

りとして持っているのは、議長、議長が許可した

のだからいいのだと。それは、もう安倍さんの言

っていることと同じことになってしまうのです。

タイトルと内容、我々は何も知らないのです。き

ょうぺら１枚もらって、７７ページかい。１７号

の７７ページ、正誤と。正誤といったら、普通今

回の議会でもちゃんと丁寧にわずかな訂正、間違

いでも説明に来る職場もあれば、担当者もいれば、

今市長の提案にも総務部長の提案にも全くそのこ

とについて触れられていませんよね。何回も言っ

ているようにタイトルと内容、私どもが初めて知

って、議会運営上これが本体予算と今回の補正予

算の中に審議にたえられるものなのかという判断

はやっぱりちょっと相談してもらわなければ困る

のでないですか。朝は議運やっていただいて、議

長の考え方伝えていただいて、いやいや、こうい

うわけだと。だけれども、明らかに今答弁聞いて

いたら、正誤でなくて変更だと言っているでしょ

う、室長。そんな簡単に内容、債務負担行為とい

いながらも、議案として通ることそのものがやっ

ぱりおかしいでしょう。何も難しいことないわけ

でしょう。一旦取り下げて新たに地域振興商店街

対策でも消費者対策でも、単費なのだからどうい

う名前つけようといいのです。だから、中身は悪

くないのだから。だけれども、さっきから指摘し

ているように消費税関連だというところあたりに

わざわざ消費者庁に問い合わせしたり、うちらの

議員もきのうからこれ本当に大丈夫なのかという

心配をあえてしているわけです。それを真摯に受

けとめないというのはとんでもないです。議長、

しっかり議会運営の相談をしてもらわなければ、

つまらないことで本当に入り口でこんな論議しな

ければならぬわけで、何も出し直してその部分だ

けしっかりやれば、本当に ０００万円でいいの

か、補助１億円分の ０００万円だけれども、実

行委員会に口を突っ込むことはできないかもしれ

ないけれども、出す以上は市民全体が喜んだり、

商店街の人が喜ぶような使われ方がほかにないの

かということだってあるわけでしょう。１人５セ

ットで５万円だ。それ貯金おろしてきて５万円い

く人もいるかもしれないけれども、なかなかそこ

までいけないという人も多分いると思うのです、

確かに１０％余計買い物できるからという恩恵は

あっても。私いろいろきのう喜多方市の商工会議

所の、これは非常に良心的だなと思うけれども、

去年の秋あたりからこういうことでは、東北とい
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うこともありますけれども、同じようなことを一

生懸命やって地域活性化に取り組んで好評を得て

いるというような話もあったり、同じ新聞に、こ

れ１０月の新聞だけれども、消費税に向けた経過

措置の対応ということで、丁寧に商業者の皆さん

にこうしたらだめです、ああしたらだめですよと

いうことで、いわゆる措置法に関する注意事項、

プレミアつけたり何かしたらだめと。そして、か

ぶることないから、乗せてやってもらうしかない

と。零細企業いじめるわけにいかないわけだから

というようなことで、丁寧にやっぱり取り組んで

いるのです、シリーズ組んで。そういう微妙な時

期なのだから、やり方は十分考えた上で議案をつ

くらなければいけないのではないですか、それは

市長も副市長も。ただ要望来たから、はいと。商

工会議所から来ているもの何でもオーケーかとい

う話、誤解を受けるわけです、それは。しっかり

両方で答弁いただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 私にも求められたもの

がありますので、表題を変えたということについ

ては若干私のミスがあったのかというふうに思い

ますけれども、これは提案されましたので、私の

ミスは皆さんにお許しをいただきたいと思います。

久保副市長。

〇副市長（久保和幸君） 先ほど表題の関係で、

変更というお話で担当室長から説明がありました

けれども、基本的に消費税対策というタイトルそ

のものが疑念なり、あるいは不適切というふうに

判断されたということで訂正をさせていただいて、

説明不足であったかもしれませんが、そこの点に

ついてはそういうことで対応させていただいたと

いうことで御理解をいただきたいと思います。

さらに、先ほど関連で佐藤靖議員のほうから実

施時期の関係も含めてございました。さらに、今

熊谷議員のほうから実行委員会サイドの取り組み

も含めて商工振興、さらには消費税ではなくて消

費対策ということで、それぞれさらにこの事業の

精度を高めていく必要があるのではないかという

ことも含めて実行委員会、商工会議所、商工会と

今後詰めさせていただきたいと思いますので、こ

の点については御理解をいただきたいと思います。

よろしくお願いします。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） もう一度聞きますけ

れども、議長、執行者議案上がってきますけれど

も、消費税絡みだというにおいは消せないわけで、

どうやってもあれなのですけれども、やっぱりこ

れはちょっと相談しなければならぬなと執行者に

アドバイスするぐらいの対応があってよかったの

ではないですか、議運でも相談をしてみたり、代

表者会議でも。私が判断したのだからという、そ

ういう傲慢な対応はちょっと理解できないのです。

ちゃんと説明していないでしょう、なぜオーケー

したかという理由について。ただ、私が許可した

のだからという。これは２回も３回も言いません

けれども、これを機にやっぱり反省をしていただ

いて、ぜひ柔軟に対応する、あるいは執行者とそ

ういう面ではキャッチボール何回もやってもらっ

て、これ出し直したほうがいいのではないかとか、

そういうようなことで何も余計な時間費やさなく

ていいわけだから、そこを答えは要りませんけれ

ども、次の議運の段階でもこのやりとりは少しお

互い研究したり、正誤の範囲というのはどの辺な

のかというところあたりも、超えるようなもので

あってもやっぱり事前に説明がちゃんとあればそ

れもよしとする場合もあるでしょうし、ここから

はだめでここからいいという硬直的な考えは私も

持っていませんから、ぜひ次の議運の中ではこれ

を少しテーマにして研究をしていただければなと

議長にはお願いをしておきたいと思いますので、

お答えをいただきたいと思います、やるかやらぬ

かだけ。

先ほども言いましたように、今の提案について、

債務負担行為について、内容については本当は予

算の審議の中で、本当に ０００万円でいいのか

と。あるいは債務負担行為しなくたって何も準備
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ぐらい実行委員会でどんどん、どんどんやればい

いわけです。３月１６日に予算決まるわけだから、

なぜあえて債務負担行為まで提案をしてというや

やこしいことするかどうかという。あるいは、そ

れが消費税で国の対策で安易に何かくれそうだぞ

という話に乗っかって単費を想定していなかった

ではないかというふうに思いますけれども、もう

少しやっぱり知恵を使ってもらったほうがせっか

く生きる金を生かしていくためには、それからい

ろいろ ０００万円しか、例えば今 ０００万円

が最終的に決まれば ０００万円でいいのかどう

かということと ０００万円出すのだからもっと

こういう使い方したらいいのでないかとか、そう

いう話も恐らく予算委員会の中で私どもも言いた

いなというふうに思っています。一市民の立場で

も、あるいは商業者の立場も含めて、実際には大

型店に行かざるを得ない。商品の多さということ

からくると、今までどおりのやり方でいいのかど

うかということだとか、地域振興券の経験だとか、

さまざまな何回かの商品券のやりとりもあるので、

実行委員会だけというよりもできるだけ有効にそ

れを生かすための知恵みたいのは全市民からもら

ってもよかったような気がするのです。何だかん

だ４月１日にこだわるかというような対応になっ

たのだろうと思いますので、これは本当に指摘と

して言っておきますけれども、改めて両方からい

ただいて、きょうはこれで終わりますけれども。

〇議長（黒井 徹議員） 私のほうからは、まず

は正誤の範囲については議運で協議をしたいとい

うふうに思います。

それから、今回のことについては、今答弁があ

った消費税という文言については若干誤解を招く

というふうに受けましたので、そういうことであ

れば変えることについてはよろしいというか、と

いうことで私も考えました。

以上です。

久保副市長。

〇副市長（久保和幸君） 今般の地域商品券販売

事業という形で商工会議所から企画書で提案があ

り、市に要請のあった分については、先ほど説明

したとおりであります。ただし、内容についての

精度を高めるという意味でいけば、今回川村議員

からもいろいろ御指摘もございましたので、この

辺については債務負担行為の中での議決をいただ

いた後に４月１日実施という部分を含めて対応さ

せていただきたいというふうに思っていますので、

これは実行委員会と十分に協議をさせていただき

たいと思いますので、よろしくお願い申し上げま

す。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 東千春議員。

〇１９番（東 千春議員） ６ページ、債務負担

行為の補正というところの上から４番目の風連西

町５丁目の舗装工事ということで ２００万円の

債務負担行為が設定をされておりますけれども、

少しこの詳しい内容についてお知らせをいただき

たいのと今後のスケジュールについてお知らせい

ただければというふうに思います。

それと、どこということではないのですけれど

も、４月から消費税が上がるということで、通常

でしたら無理してお金を使わないで不用額に残し

ていくというのが名寄市のスタンスだったのかな

というふうに思いますけれども、特に紙だとか消

耗品については若干消費税上がる前に買っておい

て備蓄をするということも一つの方法かなという

ふうにも思いますので、そこら辺の対応について

の考えをお知らせをいただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 長内建設水道部長。

〇建設水道部長（長内和明君） 債務負担の ２

００万円、風連西町５丁目線の道路改良舗装工事

でありますけれども、これは元気臨時交付金で残

っていた残で事業をやろうということで、今すぐ

動ける路線がここしかないということで、全て調

査が全部終わっておりますので、それでここでこ

の路線を整備しようということで債務負担という

ことにしたところであります。



－43－

平成２６年２月２６日（水曜日）第１回３月定例会・第１号

これからのスケジュールということであります

けれども、西町５丁目については表層だけの整備

でありまして、路盤改良はいたしませんので、こ

れは２６年度だけで終わりませんので、また何年

か続いていくと思います。ただ、今ちょっと資料

ないので、その計画、何年度というのはわかりま

せんけれども、続く事業でありますので、御理解

願いたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 扇谷総務部長。

〇総務部長（扇谷茂幸君） ４月１日から消費税

が増税がなされるということで、当然４月以降の

市に係る消耗品の扱いですとか、備品等の扱いで

すとか、さまざまな費用がかかるというのはこれ

は間違いない事実であります。しかしながら、こ

れまで特に消耗品等の扱いにつきましては適正な

管理、在庫管理ということを常としておりまして、

余り過剰な在庫を抱えるということは適切ではな

いという言い方も一方ではしてきております。ど

うしても目の先に値上がりがはっきりしていると

いうことでいくと、一定程度通常の枠を超えてあ

る種対応という考え方も１つ、御質問のとおり出

てくるということも考えられますけれども、そこ

のところはいわゆる適切に対応させていただくと

いうことで御理解をいただければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 東議員。

〇１９番（東 千春議員） 備蓄といいましょう

か、消費税上がる前に買っておくということに対

しては、今までの流れだとか、物を買う趣旨、買

い方だとかというのは今まであったのでしょうか

ら、そこをねじ曲げてという話にはならないかも

しれませんけれども、一定程度そういう考え方が

あっても今回の場合は認められるのかなというふ

うに思いましたので、柔軟に対応していただけれ

ばありがたいなというふうに思います。

道路の表層工事をするということで、何年か続

くということでございましたけれども、こういっ

た雪解けすぐに工事ができるというのはいいこと

だなというふうに思いますので、今後もこういっ

たところがあれば見つけていただいて、予算化に

努めていただきたいなというふうに思いますけれ

ども、何か見解があればちょっとお知らせをいた

だきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 長内建設水道部長。

〇建設水道部長（長内和明君） 議員も御承知の

とおり、今道路整備が少しおくれているという状

況も含めまして、なかなか補助金がつきづらいこ

とばかりでありまして、いろんな交付金の中でも

補助金がつかない路線について、こういう元気臨

時交付金みたいなものがつくということになりま

すと、まだまだやりたい路線が実はたくさんある

のでありますけれども、それも額の中身によって

は路盤までできないという部分１つありまして、

今回のものはほとんど表層でということで、それ

で調査をして、名寄地区、風連地区ということで

整備していこうということなのでありますけれど

も、この交付金がこれからもずっと続いてくれれ

ば相当舗装率も上がるのではないかと思っており

ます。今後もいい交付金あるいは補助金など模索

しながら、事業を進めていきたいと思っています。

よろしくお願いします。

〇議長（黒井 徹議員） ほかに質疑はございま

せんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 以上で質疑を終結いた

します。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第１７号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第１７号は原案のとおり可決され

ました。
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〇議長（黒井 徹議員） 日程第２１ 議案第１

８号 平成２５年度名寄市国民健康保険特別会計

補正予算（第４号）を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第１８号 平成２５

年度名寄市国民健康保険特別会計補正予算につい

て、提案の理由を申し上げます。

今回の補正は、保険事業勘定におきまして保険

給付費の伸びによる追加及び年度末における事業

見込みによる事業費の調整を行うものであり、歳

入歳出それぞれ ８７１万 ０００円を追加をし、

予算総額を３４億 ９６６万 ０００円に、直診

勘定におきましては診療収入などが増額になった

ことから一般会計繰入金の減額など費目間の調整

を行うものであり、歳入歳出それぞれ２９１万

０００円を減額をし、総額を１億 ０８３万円に

しようとするものであります。

補正の主なものを保険事業勘定の歳出から申し

上げます。１款総務費では、人件費の減額及びシ

ステム導入と更新に伴う費用の追加と合わせ総額

１８８万 ０００円を減額しようとするものです。

２款保険給付費では、療養給付費及び高額療養

費についての増額を中心に ６７５万円を追加し

ようとするものであります。

７款共同事業拠出金につきましては、拠出額の

確定により ８６７万 ０００円を減額しようと

するものです。

８款保健事業費につきましては、事業費の不用

額２２５万 ０００円を減額しようとするもので

あります。

１１款諸支出金では、国庫金の精算に伴う償還

金を中心に４７６万 ０００円を追加しようとす

るものであります。

次に、保険事業勘定の歳入について申し上げま

す。２款国庫支出金では、各種補助金、交付金の

確定に伴い総額２００万 ０００円を減額しよう

とするものであります。

３款療養給付費等交付金では、変更決定額の通

知に伴い ０７０万円を減額しようとするもので

あります。

５款道支出金では、各負担金の精算に伴い総額

８５万 ０００円を追加しようとするものであり

ます。

６款共同事業交付金につきましては、交付額の

確定により ８６８万 ０００円を追加しようと

するものであります。

８款、一般会計繰入金では、保険基盤安定繰入

金及びその他一般会計繰入金で ２２５万 ００

０円を減額しようとするものであります。

９款繰越金では、前年度繰越金の最終補正額と

して ４１３万 ０００円を追加をしようとする

ものであります。

次に、直診勘定の歳出について申し上げます。

１款総務費では人件費等で２６１万 ０００円、

２款医業費では医療用器械器具費で１１万 ００

０円、３款施設整備費では備品購入費等で１８万

０００円をそれぞれ減額しようとするものであ

ります。

次に、直診勘定の歳入について申し上げます。

１款診療収入では診療報酬収入等で ２０９万

０００円、３款道支出金では電源立地地域対策交

付金で５万 ０００円をそれぞれ追加をし、４款

繰入金の一般会計繰入金では ４８６万 ０００

円、５款諸収入では２０万 ０００円をそれぞれ

減額をし、調整を図ろうとするものであります。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）
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〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第１８号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第１８号は原案のとおり可決され

ました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第２２ 議案第１

９号 平成２５年度名寄市介護保険特別会計補正

予算（第３号）を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第１９号 平成２５

年度名寄市介護保険特別会計補正予算について、

提案の理由を申し上げます。

今回の補正は、保険事業勘定におきまして歳入

歳出それぞれ ６７２万 ０００円を減額をし、

予算総額を２２億 ７４４万円に、サービス事業

勘定・名寄におきまして歳入歳出それぞれ４４万

０００円を減額をし、予算総額を２億 ９５８

万 ０００円に、サービス事業勘定・風連におき

まして歳入歳出それぞれ２０万 ０００円を減額

をし、予算総額を ９９１万 ０００円にしよう

とするものであります。

補正の主なものを歳出から申し上げます。２款

保険給付費では給付費の減により ９６７万 ０

００円を、３款地域支援事業費では事業費の減に

より５９５万円を減額しようとするものでありま

す。

次に、歳入について申し上げます。保険給付費

の減額により、４款国庫支出金では９４５万 ０

００円、５款支払基金交付金では９６９万 ００

０円、６款道支出金では ７７４万 ０００円を

ぞれぞれ減額しようとするものであります。また、

道支出金の介護給付費負担金が年度内に全額交付

されないことから、それを補填する形で介護給付

費準備基金繰入金を ２４２万 ０００円増額し

ようとするものであります。

次に、サービス事業勘定・名寄及びサービス事

業勘定・風連におきましては、それぞれ人件費の

減額を行おうとするものであります。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第１９号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第１９号は原案のとおり可決され

ました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第２３ 議案第２

０号 平成２５年度名寄市下水道事業特別会計補

正予算（第３号）を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第２０号 平成２５

年度名寄市下水道事業特別会計補正予算について、

提案の理由を申し上げます。

今回の補正は、年度末における各費目の調整を

行うものであり、歳入歳出それぞれ ９８７万

０００円を減額をし、予算総額を１１億 ８５８

万円にしようとするものであります。

補正の主なものを歳出から申し上げます。１款

下水道事業費では、事業費の確定に伴う各費目の

調整により ２５７万 ０００円を減額しようと
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するものであります。

３款諸支出金では、国庫返納金で５万 ０００

円を、消費税で７２４万 ０００円をそれぞれ減

額しようとするものであります。

次に、歳入について申し上げます。１款分担金

及び負担金では下水道事業受益者負担金に３２万

０００円を、５款諸収入ではリサイクル品売払

収入等で８万 ０００円をそれそれ追加をし、２

款使用料及び手数料では使用料の減少により７５

７万 ０００円を、３款国庫支出金では事業費の

確定により１万 ０００円を、４款繰入金では一

般会計繰入金で ６８８万 ０００円を、６款市

債では事業費の確定により５８０万円をそれぞれ

減額をし、収支の調整を図ろうとするものであり

ます。

次に、第３表、地方債補正につきましては、事

業費の確定に伴い変更しようとするものでありま

す。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第２０号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第２０号は原案のとおり可決され

ました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第２４ 議案第２

１号 平成２５年度名寄市個別排水処理施設整備

事業特別会計補正予算（第２号）を議題といたし

ます。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第２１号 平成２５

年度名寄市個別排水処理施設整備事業特別会計補

正予算について、提案の理由を申し上げます。

今回の補正は、年度末における各費目の調整を

行うものであり、歳入歳出それぞれ１３７万 ０

００円を減額し、予算総額を ０７６万 ０００

円にしようとするものであります。

まず、歳出について申し上げます。１款個別排

水事業費では事業費の確定に伴う調整により１２

７万 ０００円を、３款諸支出金では消費税で１

０万円をそれぞれ減額しようとするものでありま

す。

次に、歳入について申し上げます。４款諸収入

では消費税の確定により５４万 ０００円を追加

し、１款分担金及び負担金では８万 ０００円を、

２款使用料及び手数料では１１６万円を、３款繰

入金では６８万 ０００円をそれぞれ減額をし、

収支の調整を図ろうとするものであります。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第２１号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第２１号は原案のとおり可決され
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ました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第２５ 議案第２

２号 平成２５年度名寄市簡易水道事業特別会計

補正予算（第１号）を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第２２号 平成２５

年度名寄市簡易水道事業特別会計補正予算につい

て、提案の理由を申し上げます。

今回の補正は、年度末における各費目の調整を

行うものであり、歳入歳出それぞれ３９万 ００

０円を減額をし、予算総額を１億 １２２万円に

しようとするものであります。

まず、歳出について申し上げます。１款簡易水

道事業費では、事業費の確定に伴う調整により３

９万 ０００円を減額しようとするものでありま

す。

次に、歳入について申し上げます。１款使用料

及び手数料では、水道使用料で２５万 ０００円

を減額し、給水工事検査手数料で４万 ０００円

を追加をしようとするものであります。

３款繰入金では、一般会計繰入金で１２８万

０００円を減額しようするものであります。

５款市債では、簡易水道事業債で１１０万円を

追加をして収支の調整を図ろうとするものであり

ます。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第２２号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第２２号は原案のとおり可決され

ました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第２６ 議案第２

３号 平成２５年度名寄市公設地方卸売市場特別

会計補正予算（第３号）を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第２３号 平成２５

年度名寄市公設地方卸売市場特別会計補正予算に

ついて、提案の理由を申し上げます。

今回の補正は、公設地方卸売市場の営業停止に

伴う市場使用料並びに繰入金について歳入予算を

補正をしようとするもので、予算総額は変わらず

４１８万 ０００円になります。

１款使用料及び手数料では、昨年９月から市場

施設使用者であった丸鱗名寄魚菜卸売市場株式会

社の準自己破産により、公設地方卸売市場が営業

停止の状態となったため、市場使用料１１０万円

を減額しようとするものであります。

次に、繰入金では、１１０万円を追加し、収支

の調整を図ろうとするものであります。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第２３号は原案のとおり決定することに御
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異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第２３号は原案のとおり可決され

ました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第２７ 議案第２

４号 平成２５年度名寄市食肉センター事業特別

会計補正予算（第１号）を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第２４号 平成２５

年度名寄市食肉センター事業特別会計補正予算に

ついて、提案の理由を申し上げます。

今回の補正は、工事完了による額の確定に当た

り各費目の調整を行うものであり、歳入歳出それ

ぞれ１７０万 ０００円を減額をして予算総額を

２億３７８万 ０００円にしようとするものであ

ります。

まず、歳出について申し上げます。１款衛生費

では、食肉センター施設整備事業費で１７０万

０００円を減額しようとするものであります。

次に、歳入について申し上げます。１款繰入金

では一般会計繰入金で ０００円を減額をし、２

款市債では食肉センター施設整備事業債１７０万

円を減額しようするものであります。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第２４号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第２４号は原案のとおり可決され

ました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第２８ 議案第２

５号 平成２５年度名寄市後期高齢者医療特別会

計補正予算（第１号）を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第２５号 平成２５

年度名寄市後期高齢者医療特別会計補正予算につ

いて、提案の理由を申し上げます。

今回の補正は、歳入歳出それぞれ２６１万 ０

００円を減額をし、予算総額を３億 ４０８万

０００円にしようとするものであります。

補正の内容について歳出から申し上げます。１

款総務費では、人件費の確定及び委託料の追加に

伴い一般管理費を総額１６７万 ０００円減額し

ようとするものであります。

２款後期高齢者医療広域連合納付金では、事務

費負担金及び保険基盤安定負担金の確定により９

４万 ０００円を減額しようとするものでありま

す。

次に、歳入について申し上げます。３款繰入金

では、保険基盤安定繰入金の確定に伴い１２３万

０００円を追加、総務費の減額により事務費繰

入金について３８６万円を減額をしようとするも

のであります。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。
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（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第２５号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第２５号は原案のとおり可決され

ました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第２９ 議案第２

６号 平成２５年度名寄市病院事業会計補正予算

（第３号）を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第２６号 平成２５

年度名寄市病院事業会計補正予算について、提案

の理由を申し上げます。

今回の補正は、年度末の各収支を見通し、必要

な調整を行うとともに、地方公営企業法第３３条

第２項の規定に基づき定める取得する重要な資産

の設定、各種業務委託について債務負担行為の設

定及び継続費の補正をしようとするものでありま

す。

補正の主なものを収益的収入から申し上げます。

１款病院事業収益では、医業収益におきまして入

院患者数の減少により入院収益で１億 ８６８万

０００円を減額をし、外来患者数の増により外

来収益で ０７２万 ０００円を、他会計負担金

では救急医療確保に要する経費等で５６３万円を

それぞれ追加をしようとするものであります。

次に、医業外収益におきまして他会計補助金で

は基礎年金拠出金に要する経費等で ８４７万

０００円を、他会計負担金では精神科病棟運営に

要する経費等で ８７５万 ０００円を追加をし

ようとするものであります。

次に、特別利益におきまして過年度の入院診療

報酬調定等で６１０万 ０００円を減額をし、収

益の総額を８９億９２３万 ０００円にしようと

するものであります。

次に、収益的支出について申し上げます。２款

病院事業費用では、医業費用におきまして給与費

で共済組合に係る市町村負担金追加費用の利率減

少等により１億７８３万 ０００円を減額をし、

材料費では薬品、診療材料等で１億 １５３万

０００円を、経費では消耗品費、燃料費等で ７

３６万 ０００円を、資産減耗費ではＭＲＩ更新

に伴う現有機の除却費等で １４４万 ０００円

をそれぞれ追加をしようとするものであります。

次に、医業外費用におきまして雑支出で貯蔵品

非課税売り上げ対応消費税等で ０３６万 ００

０円を追加をしようとするものであります。

次に、特別損失におきまして過年度損益修正損

で ７８０万 ０００円を追加をし、費用の総額

を９２億 ５１５万円にしようとするものであり

ます。

次に、資本的収入について申し上げます。３款

資本的収入におきまして出資金で施設整備に要す

る経費等で３８７万 ０００円を減額をし、負担

金では建設改良に要する経費で ８２２万 ００

０円を追加をし、総額を３２億 ２０１万 ００

０円にしようとするものであります。

次に、資本的支出について申し上げます。４款

資本的支出におきまして建設改良費で外来改修工

事設計委託、精神科病棟改築事業等で７６万 ０

００円追加をし、総額を３４億 ７２１万 ００

０円にしようとするものであります。

なお、資本的収支の不足額につきましては、過

年度損益勘定留保資金で補填をするものでありま

す。

次に、棚卸資産購入限度額について申し上げま

す。５款貯蔵品におきまして薬品で ８８５万

０００円を、燃料で ４７０万 ０００円をそれ

ぞれ追加をし、給食材料で１１０万 ０００円減

額をし、総額を９億 ７９５万 ０００円にしよ

うとするものであります。
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次に、重要な資産の取得の設定について申し上

げます。ＭＲＩ更新に際し検査時の患者動線等を

考慮し、計画をしておりましたＭＲＩ検査室の増

築を消防法等の基準を満たすには大規模な改築が

必要となることが判明し、取りやめたことから、

ＭＲＩ検査室を消去し、また経年劣化により更新

が必要となったエックス線テレビシステムを設定

しようとするものであります。

次に、各種業務委託に係る債務負担行為につい

て申し上げます。市立病院巡回警備業務、院長公

宅設計業務、東病院指定管理業務の委託について

それぞれ期間及び限度額を設定をしようとするも

のであります。

次に、継続費の補正について申し上げます。精

神科病棟改築事業に関し設定をした継続費に平成

２６年４月実施の消費税率改定、人件費等工事事

務費の設定により ５２２万 ０００円を追加を

し、総額を２９億 ８２５万円にしようとするも

のであります。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第２６号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第２６号は原案のとおり可決され

ました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第３０ 議案第２

７号 平成２５年度名寄市水道事業会計補正予算

（第３号）、議案第２８号 平成２５年度名寄市

水道事業会計資本金の額の減少について、議案第

２９号 平成２５年度名寄市水道事業会計資本剰

余金の処分について、以上３件を一括議題といた

します。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第２７号 平成２５

年度名寄市水道事業会計補正予算について、議案

第２８号 平成２５年度名寄市水道事業会計資本

金の額の減少について、議案第２９号 平成２５

年度名寄市水道事業会計資本剰余金の処分につい

て、一括して提案の理由を申し上げます。

まず、議案第２７号の平成２５年度名寄市水道

事業会計補正予算についてでありますが、年度末

の収支を見通し、予算の調整を行おうとするもの

であります。

収益的収入について申し上げます。１款水道事

業収益では、給水収益の減額や水質検査手数料等

の減額により ６３４万 ０００円を減額し、総

額を５億 １４３万円にしようとするものであり

ます。

次に、収益的支出について申し上げます。２款

水道事業費用では、事業費の確定に伴う各費目の

調整を行い、費用全体で １７８万 ０００円を

追加をし、総額を６億 ４８８万 ０００円にし

ようとするものであります。

次に、資本的収入及び資本的支出について申し

上げます。３款資本的収入では ４８４万 ００

０円を減額をし、総額を３億３３２万 ０００円

に、また４款資本的支出では ９０９万 ０００

円を減額をし、総額を５億 ２８３万 ０００円

にしようとするものであります。

次に、議案第２８号の平成２５年度名寄市水道

事業会計資本金の額の減少についてでありますが、

地方公営企業法の改正、会計基準等の改正が行わ

れ、平成２６年度予算及び決算から新会計基準が
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適用されます。制度移行に伴い、平成２５年度末

日までに資本金等の整理が必要となることから、

資本金を減額をし、資本剰余金へ振りかえするも

のであり、地方公営企業法第３２条の第４項の規

定により議会の議決を求めるものであります。

次に、議案第２９号の平成２５年度名寄市水道

事業会計資本剰余金の処分についてでありますが、

水道事業会計におきまして補助金をもって取得し

た資産の撤去により発生する損失について、資本

剰余金をもって補填をしようとするものであり、

地方公営企業法第３２条第３項の規定により議会

の議決を求めるものであります。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、議案第２７

号外２件について一括して質疑に入ります。御発

言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第２７号外２件について関連がありますの

で、一括して採決を行います。

議案第２７号外２件について原案のとおり決定

することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第２７号外２件は原案のとおり可

決されました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第３１ 議案第３

０号 平成２６年度名寄市一般会計予算、議案第

３１号 平成２６年度名寄市国民健康保険特別会

計予算、議案第３２号 平成２６年度名寄市介護

保険特別会計予算、議案第３３号 平成２６年度

名寄市下水道事業特別会計予算、議案第３４号

平成２６年度名寄市個別排水処理施設整備事業特

別会計予算、議案第３５号 平成２６年度名寄市

簡易水道事業特別会計予算、議案第３６号 平成

２６年度名寄市公設地方卸売市場特別会計予算、

議案第３７号 平成２６年度名寄市食肉センター

事業特別会計予算、議案第３８号 平成２６年度

名寄市後期高齢者医療特別会計予算、議案第３９

号 平成２６年度名寄市病院事業会計予算、議案

第４０号 平成２６年度名寄市水道事業会計予算、

以上１１件を一括議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第３０号 平成２６

年度名寄市一般会計予算及び議案第３１号から議

案第４０号までの各特別会計予算並びに各企業会

計予算について、提案の理由を申し上げます。

各会計予算案は、平成２５年１１月１日付市長

訓令に基づき、将来を見据えた健全な財政を維持

しつつ、新名寄市総合計画の後期計画の具現化に

取り組むことなど、大きく５項目の方針に沿って

予算を編成をいたしました。平成２６年度各会計

予算案は、骨格予算となりますが、地域経済や雇

用の安定などを考慮をし、継続事業を中心にでき

るだけ多くの事業を盛り込んで予算編成をいたし

ました。

一般会計予算案は、前年度比１ １％増の２２

０億 ７１９万 ０００円となりました。（仮

称）市民ホール整備事業や名寄南小学校校舎、屋

内運動場等改築事業等の継続中の大型事業を計上

をしたほか、消費税の影響による増額が主な増加

要因でございます。また、収支不足を補う財政調

整基金の取り崩し額は５億 ０２１万 ０００円

を予定をしております。

次に、特別会計について申し上げます。平成２

６年度国民健康保険特別会計外７特別会計の予算

総額は、前年度比 ３％減の７８億 ５１５万

０００円となっております。増減の主なものは、
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介護保険事業特別会計のサービス事業勘定で老朽

化した施設の改修を平成２５年度で計上していた

ため、サービス事業勘定・名寄分で２ ４％、風

連分２ ３％、それぞれ減となりました。また、

簡易水道事業特別会計、浄水場基幹改良工事、簡

易水道事業、統合整備調査委託料等の計上により

前年度比３ ０％の増となりました。

次に、企業会計について申し上げます。病院事

業会計及び水道事業会計の予算総額は、前年度比

１ ２％増の１４９億 ７８５万 ０００円とな

りました。企業会計においては、消費税の影響や

会計基準の変更による引当金等の計上に伴う増加

要因ほか病院事業会計で名寄東病院の電子カルテ

整備事業などにより１ ４％増の１３６億 ２４

７万 ０００円、水道事業会計では １％増の１

３億 ５３９万 ０００円となっております。

以上によりまして、平成２６年度全会計の予算

総額は前年度比１ ９％増の４４８億 ０２８万

円となりました。

地方自治法第２１１条及び地方公営企業法第２

４条の規定に基づき提出をいたしますので、よろ

しく御審議くださいますようお願いを申し上げま

す。

〇議長（黒井 徹議員） お諮りいたします。

議案第３０号外１０件については、本会議質疑

を省略し、全議員をもって構成する予算審査特別

委員会を設置し、これに付託の上、審査したいと

思いますが、御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第３０号外１０件については、全

議員をもって構成する予算審査特別委員会を設置

し、これに付託の上、審査することに決定をいた

しました。

ただいまの決定に基づき、予算審査特別委員会

の委員に全議員を指名いたします。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第３２ 報告第１

号 専決処分した事件の報告についてを議題とい

たします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 報告第１号 専決処分し

た事件の報告について申し上げます。

本件は、名寄市営住宅リンゼイ団地に入居して

いる借家人が家賃を平成１８年７月分から平成２

５年１０月分までのうち１６カ月分の家賃を滞納

しており、再三にわたり電話、文書、訪問等によ

る納付催告を行ってまいりましたが、納入の意思

を確認できないため、滞納家賃が３０万円未満で

はありますが、名寄市営住宅家賃滞納整理等事務

処理要綱第９条第１項第４号の規定に基づき、納

入の意思が認められないものとし、本人及び連帯

保証人に対し滞納家賃の支払いを求める少額訴訟

を提起をしたものであります。

地方自治法第１８０条第１項の規定により専決

処分をしたので、同条第２項の規定により御報告

を申し上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

報告第１号を終結いたします。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第３３ 報告第２

号 専決処分した事件の報告についてを議題とい

たします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 報告第２号 専決処分し

た事件の報告について申し上げます。

事件の内容は、平成２５年１１月２７日午後２

時３０分ごろ、名寄市西２条南８丁目におきまし

て健康福祉部所管の公用車が市道を走行している

際に相手方車両が一旦停止のある交差点をとまり

切れずに左方より衝突され、破損したものであり
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ます。過失割合は本市が２０％であり、相手方車

両の修理代として本市が３万 ８５９円を負担す

ることで示談が成立し、和解をしたところでござ

います。

地方自治法第１８０条第１項の規定により専決

処分をしましたので、同条第２項の規定により御

報告を申し上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

報告第２号を終結いたします。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第３４ 報告第３

号 専決処分した事件の報告についてを議題とい

たします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 報告第３号 専決処分し

た事件の報告について申し上げます。

本件は、平成２５年１１月７日午後９時１５分

ごろ、山下浩史氏が所有自動車にて名寄スポーツ

センター駐車場から市道南西８条仲通の１に出た

ところ、路面劣化により生じたアスファルト欠損

による穴に右の前輪のタイヤが入り込み、車両が

損傷したものでありまして、これに伴う車両修繕

料５万 ２７５円のうち８割に相当する４万 ６

２０円を本市が負担をすることで示談が成立いた

しました。

以上、地方自治法第１８０条第１項の規定によ

り専決処分したので、同条第２項の規定により御

報告を申し上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

報告第３号を終結いたします。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第３５ 諮問第１

号 人権擁護委員の候補者推薦につき意見を求め

ることについてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 諮問第１号 人権擁護委

員の候補者推薦につき意見を求めることについて、

提案の理由を申し上げます。

人権擁護委員法の規定により、本市には８名の

人権擁護委員が法務大臣の委嘱を受け、活動を行

っておりますが、平成２６年６月３０日をもって

古瀬和之委員及び猿谷由利子委員が任期満了とな

ります。

本件は、再度古瀬和之委員を候補者として推薦

をし、今田佳子氏を新任候補者として推薦をいた

したく、人権擁護委員法第６条第３項の規定によ

り議会の意見を求めるものであります。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（黒井 徹議員） お諮りいたします。

本件については、市長が推薦する者について適

任と認めることに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、本件は適任と認めることに決定をいた

しました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第３６ 請願を議

題といたします。

本日までに受理した請願は、お手元に配付の請

願文書表のとおり議会運営委員会で協議をしてま

いりますので、報告を申し上げます。

〇議長（黒井 徹議員） お諮りいたします。

議事の都合により、明日２月２７日から３月３

日までの５日間を休会といたしたいと思いますが、

御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）
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〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、明日２月２７日から３月３日までの５

日間を休会とすることに決定をいたしました。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で本日の日程は全

て終了いたしました。

本日はこれをもちまして散会といたします。

御苦労さまでした。

散会 午後 ３時３５分

上記会議のてんまつを記載し、その相違なきこ

とを証するため、ここに署名議員とともに署名す

る。

議 長 黒 井 徹

署名議員 高 橋 伸 典

署名議員 東 千 春


